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図書館だより 
和光市図書館 

今月のテーマ展示の紹介です。新着コーナー横と児童コーナー

にあります。どうぞご利用ください。 

9月 
平成 28 年 

  
「こころの健康」（一般書） 

 

『世界でもっとも貧しい大統領ホセ・ムヒカの言葉』ホセ・ムヒカ∥述  
佐藤美由紀∥編 ＜分類：519＞  

2012 年リオ会議で「もっとも衝撃的なスピーチ」をしたウルグアイ第 40 代大統領 
ホセ・ムヒカ。彼の名言を紹介し、その人生と思想を解説します。 
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今月のテーマ 

「敬老の日」（児童書） 
 
 

読書はこころの健康に役立つそうです。すぐれた本にふれて、こころを豊かに 
働かせている人は、いつまでも若く、美しくいられるようです。本を読んで 
みませんか？ 

 
 
あ 

 

 ９月１９日は敬老の日です。おじいちゃん・おばあちゃんは人生に必要なことをたくさん
知っていて、みんなに大切なことを教えてくれる存在です。元気に長生きしてほしいですね！ 

 

 

○c 和光市 

10月 15日、16日の図書館まつりに向けて 

和光市図書館まつり実行委員会では、古本市で 

売る古本を集めています。ご自宅に 

古本がございましたら、ぜひお譲り 

ください。ただし以下のものは 

受付しませんのでご了承ください。 

・教科書・学習参考書・漫画等これらに類するもの 

・雑誌・地図・カタログ等これらに類するもの 

・特定の政治団体、宗教団体等の宣伝を記した資料 

・公序良俗に反する資料 

・その他著しく破損、汚損している資料 

※１０月４日（火）までに図書館へお持ちください。

よろしくお願いします。 

売上は、東日本大震災の（和光市が支援している 

大船渡市）へ寄付及び和光市図書館の郷土資料の 

購入に充てさせていただきます。なお、売れ残った

資料は整理させていただきますのでご了承ください。 

 

古本を集めています 

図書館まつりでブックツリーを作成します。

ブックツリーには、皆さまから 

お寄せいただいた本の紹介を 

飾っていきます。 

館内に専用の用紙を 

用意していますので、 

記入後、設置された 

回収ボックスへ入れて 

ください。 

募集期間は、8/27（土） 

～10/16（日）、図書館まつり 

終了までです。 

皆さまからのたくさんの本の 

ご紹介をお待ちしています！ 

「好きな人と読みたい本」を 
教えてください！ 

『だいじょうぶ だいじょうぶ』いとうひろし∥作・絵 ＜分類：E-ｱｶ・E＞ 

「だいじょうぶ」は優しいおまじないのことば。悲しいとき、不安なとき。心が前に 
向かなくなったとき、いつもおじいちゃんが「だいじょうぶ だいじょうぶ」と言って 
くれた。今度はぼくが・・・。 
絵本ですが、ぜひ小学校高学年や中学生にも読んでほしいです。読み聞かせにもおす

すめです。「だいじょうぶ」がやさしくつながっていきます。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

9 月イベントカレンダー 
9 月の休館日：9 日（木）、22 日（木） 

日 月 火 水 木 金 土 

8/28 29 30 31 9/1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 10/1 

 ブックスタート  絵本とお話の会 

  赤ちゃんと楽しむ絵本とわらべうた 

 赤ちゃんタイム  ワンダフルテイル   

 子どもの科学 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵本とおはなしの会 3 日・10 日・17 日・24 日 
10 月 1 日(全て土よう日) 

時間と対象者：11:00～2 才くらいから 
14:00～４才くらいから 
※各時間帯 30 分ほどになります。 

場所：キッズルーム 
★絵本、大型絵本の読み聞かせや素ばなしなどを行います。 
ご家族みなさんでどうぞ。くわしい内容はホームページをご覧く
ださい。 

ブックスタート 12 日(月)★ 

時 間：10:30～11:00 11:30～12:00 
対象者：9/12 平成 2８年 4 月生まれの赤ちゃんと保護者の方 
持ち物：母子健康手帳、絵本を持ち帰るための袋、 

絵本の引き換え券（４ヶ月健診のお知らせに同封） 
申込方法：前日までに窓口又はお電話で 
★ボランティアスタッフが絵本やわらべうたについて 
説明をした後、絵本を１冊プレゼントします。 
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和光絵本と 
お話の会 

あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた 16 日(金) 

時 間：①10:30～11:00 ②11:15～11:45 
対象者：6 ヶ月～2 才 
★あかちゃんと保護者の方を対象として、一緒に「わらべうた」や
「手遊び」をしながら楽しむおはなし会です。 

あゆみの会 

音訳サークル「なごみ」 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

今回は、音訳サークル「なごみ」さんをご紹介します。  
音訳サークル「なごみ」は、図書館にて、視覚に 

障害のある方や高齢者等で読書が困難な方に、図書
館資料を一対一で音対面朗読（音訳）を行うサークル
です。平成 27 年 7 月に結成し、現在 7 名で活動 
しています。 
毎年音訳講師を招き、平成 24 年度の「和光市図書

館における音訳者養成講座」初級から始まり、現在は
上級を受講しています。また、毎月定例会では、お互
いの音訳を確認し合い、スキルアップをめざしてい
ます。 
対面朗読は、機械の音訳と異なりますのでとても

あたたかみを感じます。ぜひ対面朗読をご利用にな
ってみてください。対面朗読の利用方法につきまし
ては、図書館までお問い合わせください。 

ブックスタート

ボランティア 

※場所の表記がない場合は、会議室で行います。★印のあるものは要予約。 

ワンダフルテイル 11 日(日) 

時 間：14:00～14:40 
対象者：子どもから大人まで 
★英語絵本の読み聞かせを行ったり、みんなで歌を歌ったりしま
す。楽しく英語の文化にふれてみませんか？ 

 

ワンダークラブ 

赤ちゃんタイム 15 日(木) 

時 間：10:30～11:30  
場 所：キッズルームくつぬぎスペース 
対象者：乳幼児とその保護者の方  
★出入り自由のフリータイムですので、お気軽に遊びに来て下さい。 

ひまわり倶楽部 

子どもの科学 10 月 1 日(土)★ 

時 間：1０:３0～1２:０0 
対象者：市内在住の小学生（定員 30 名） 
講 師：坂口美佳子先生（科学読物研究会） 
内 容：「紫外線ってなんだろう ～UV ﾁｪｯｸｽﾄﾗｯﾌﾟを作ろう～」 
申込方法：９月２０日（火）必着で往復はがきに【住所、氏名、電

話番号、小学校名、学年】を記入の上、和光市図書館
へ郵便又は持参してください。当落に関わらず、 
結果は２４日ごろにハガキでお知らせします。 

8 月 5 日、6 日に「夏休み子どもの集い」が行われました！ 
 8/5 夏休み子どもの集い（１日目） 

★「赤ちゃんと楽しむ絵本とわらべうた」 
by あゆみの会はじめの一歩♪ 
通常よりたくさんの方に 

お越しいただきました。とて 
もあたたかい雰囲気でした。 
黄色い布を隣の人に回す 

手遊び「ほーたるこい」で、 
赤ちゃんが布が欲しくて泣き 
出してしまう微笑ましい場面も。 

笑いに包まれ終始和やかな様子でした。 

★「ビブリオバトル」by 市内中学生 
    YA ニュースをご覧ください。 

8/6 夏休み子どもの集い（2 日目） 

★「絵本の読み聞かせ等①」by ひまわり倶楽部 
パネルシアターの「トトトイレ」では、 

初めは恥ずかしがって声が小さかった観客の方も、  
何度も歌っているうちに一体感が生まれ、とても 
盛り上がりました。 

★「影絵」by 影絵サークルぺんぎん 
 今年の影絵は、「バナナのおやこ」「ことばあそび」「さるかに」でした。
今年の影絵には、ざるや発泡スチロールなど、紙やカラーフィルム以外の
材料も使われてたことに驚きました。 

★「絵本の読み聞かせ等②」by 和光絵本とお話の会 
 絵本、おはなし、ペープサート、大型絵本、パネルシアターを披露して
いただきました。大型絵本では、本の向きを変える場面があり、 
子どもたちも興味津々。覗き込んで見ていました。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新刊案内    －新着の一部です－ （※分類記号順） 

タイトル 著者 出版社 分類 

～ 一般書 ～ 

テーマ別のビブリオトーク 笹倉 剛∥著 あいり出版 019 

絵本はパレット 大井 むつみ∥編著 郵研社 019.5 

埼玉のアナ（東上沿線和光-川越編） 石橋 啓一郎∥著 まつやま書房 291.34 

あたらしい憲法草案のはなし 自民党の憲法改正草案を爆発的にひろめる有志連合∥著 太郎次郎社エディタス 323.14 

カミオカンデとニュートリノ 鈴木 厚人∥監修 丸善出版 429.6 

掃除は「ついで」にやりなさい! 新津 春子∥著 主婦と生活社 597.9 

ことばあそびの歴史 今野 真二∥著 河出書房新社 807.9 

希望荘 宮部 みゆき∥著 小学館 913.6 

美を尽くして天命を待つ 林 真理子∥著 マガジンハウス 914.6 

トットちゃんとソウくんの戦争 黒柳 徹子∥著 講談社 916 

夏弁 野上 優佳子∥著 主婦と生活社 C596.4 

はじめてのスマートフォンの困ったをサクッと解決 Studio ノマド∥著 秀和システム I694.6 

金子兜太の俳句入門 金子 兜太∥著 埼玉福祉会 L911.3 

認知症介護で倒れないための 55 の心得 工藤 広伸∥著 廣済堂出版 M493.75 

中小企業のための補助金・助成金徹底活用法 経士会∥監修 同友館 Z335.35   

～ 児童書 ～ 

みてビックリ!動物のウンコ図鑑 1 中居 惠子∥文 ミネルヴァ書房 481//1        

チリメンモンスターのひみつ きしわだ自然資料館∥監修 偕成社 667 

やろうよテニス ※シリーズで他のスポーツもあり 竹内 映二∥著 ベースボール・マガジン社 783 

きょうしつはおばけがいっぱい さとう まきこ∥作 あかね書房 913 

四人のおばあちゃん ダイアナ ウィン ジョーンズ∥作 徳間書店 933/ｼﾞ 

バイバイ、わたしの 9 さい! ヴァレリー ゼナッティ∥作 文研出版 953/ｾﾞ 

マララの物語 レベッカ L.ジョージ∥文 西村書店 E 

みみずくのナイトとプードルのデイ ロジャー デュボアザン∥さく ロクリン社 E-ｷ 

海のなかのぞいた よしの ゆうすけ∥さく 福音館書店 E-ﾐﾄﾞ 

いろ フィオナ ランド∥え 主婦の友社 U//E-ﾐﾄﾞ 

～ ＹＡ ～ 

転換期を生きるきみたちへ 内田 樹∥編 晶文社 Y304 

気象予報士・予報官になるには 金子 大輔∥著 ぺりかん社 Y451.28 

お母さん、お父さんどうしたのかな? トゥッティ ソランタウス∥著 東京大学出版会 Y493.7 

作曲少女 仰木 日向∥著 ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸﾒﾃﾞｨｱ Y761.8 

北高野球部学生監督ガイ 本田 有明∥著 河出書房新社 Y913.6 

 

YA NEWS  
ヤングアダルト  ニュース 
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Ｉ：情報コーナー Ｌ：大活字本コーナー M：医療コーナー Ｚ：ビジネスコーナー E：絵本 U:ユニバーサル絵本 
Y：ヤングアダルトコーナー  

８月５日の夏休み子どもの集いにて、和光市図書館での第３回ビブリオバトルが開催 

されました。おすすめの本を１冊選び、その本の魅力を１人ずつ順番に紹介。その後、 

一番読んでみたいと思った本（チャンプ本）を見学者の投票で決定しました。今回は 

なんと、初めて市内中学校３校が出そろいました。 

今年のチャンプ本は『５分後に意外な結末⑤』です。見学者からは「前から興味が 

あったが、読むか悩んでいた。そこで最後の一押しをしてくれた」などのコメントがあり 

ました。学校対決では、第二中学校が勝利！惜しくも敗れてしまった大和中学校、第三中学校も大健闘 

しました。ビブリオバトルで紹介された本は、YA コーナーで展示しています是非読んでみてください☆ 

○c 和光市 

和光市 

～第３回ビブリオバトルが開催されました！～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和光市図書館の将来像「みんなで育てる身近な図書館」 
～地域コミュニティを支える情報拠点を目指して～ 

和光市図書館（本館） 
和光市本町３１－１ 
TEL: 048-463-8723  
FAX: 048-463-8682 

開館時間： 
平日 9:30～20:00 
土・日・祝日 9:30～18:00 

中央公民館図書室  和光市中央 1-7-27 TEL:048-464-1123 / FAX:048-464-0560 

坂下公民館図書室 和光市新倉 3-4-18 TEL:048-464-5230 / FAX:048-461-3429 

南公民館図書室 和光市南 2-3-1 TEL:048-463-7621 / FAX:048-461-1257 

※公民館図書室の貸出時間は平日 9:00～17:00／土 13:00～17:00 です。 
※リクエストの受付や利用者登録等は火曜日（中央は除く）、土曜日の 13:00～17:00 です。 
※予約資料の受け取りは日曜日～土曜日の 9:00～21:00 です。 
※予約取り置き期間最終日の受け取り時間は 17:00 までになります 

 ◆ホームページ http://www.wakolib.jp/ ◆携帯電話用 https://www1.wakolib.jp/opac/wopc/pc/mSrv 

 

※各お知らせの詳細につきましては、ホームページをご覧ください。 

「図書館協議会」（8/24 実施） 

 
今回の図書館協議会は、和光市図書館下新倉分館に隣接して 

いる下新倉小学校２階会議室にて、14 時から行われました。 
協議内容としては、「和光市図書館の現状」「和光市図書館 

サービス計画の進捗状況」について資料を交えながらご報告し、
協議していただきました。その後、下新倉分館の進捗状況を 
説明しながら、開館前の下新倉分館 
を視察していただきました。 
次回の図書館協議会は、来年の 

2 月頃に行う予定としています。 
傍聴席を設けていますので、傍聴 
されたい方はお越しください。 

                        
 
                         
 

 

編集後記夏が終わりに近づき、図書館では秋の大きなイベントに向けて準備を進めています。本館では 10 月 15 日、16 日の 2 日間、例年同様に「図書館まつ

り」を開催します。そして分館では、11 月 3 日開館にあたってのオープニングイベントの開催が決定しました。10 月号の図書館だよりは盛りだくさんの内容

になりそうです。図書館のホームページもぜひチェックしてみてくださいね！＜平成 28 年９月 25 日発行＞ 

分館コラム Vol.3「書架が入りました！」 

「夏休み宿題教室」（8/1-2 実施） 

   がらんとしていた館内に、いよいよ書架が
入りました。図書館ホームページにも写真を 

載せていますので、ぜひチェックしてみてください。。 
 現在、昨年夏に行われた「（仮称）下新倉図書館
選書ワークショップ」で頂いたご意見を参考に 
しながら、書架に入れる資料の選定、発注、検収
作業を急ピッチで進めています。 
 11 月 3 日（木・祝）に開館イベントが行われ
ることも決定し、それに向けた準備も着々と進ん
でいますので、楽しみにしていてください！ 

※下新倉分館は、11 月 3 日に開館予定です！ 

4/4 

○c 和光市 

 
 

○c 和光市 

○c 和光市 

放送大学再視聴施設和光校のご案内 

和光市図書館では放送大学の授業をどなたでも無料

で視聴することができます。放送大学はテレビ・ラジ

オで学ぶ正規の通信制大学です。 

再視聴施設である和光校は、ＣＤやＤＶＤで放送授業

を視聴しながら、自分のペースで学ぶことでキャリア

アップ・自己実現など、生涯学習を目指すことができ 

ます。是非、ご利用ください。 

視聴可能な科目など詳細についてはホームページを 

ご覧ください。 

駐輪場のマナーについて 
 

図書館入り口の駐輪場について、赤いカラーコーン

が置いてある場所は、車いすやベビーカーの通行の 

邪魔になるため駐輪禁止となっています。 

図書館の駐輪場がいっぱいのときは 

サミット共用駐輪場をご利用ください。 

停めてある車両は、撤去する場合が 

ありますのでご了承ください。 

今年の「夏休み宿題教室」では、白子小・第二中・大和中の
先生方が、子どもたちの宿題を支援して下さりました。１日目
は１３名、2 日目は１４名の参加となりました。 
今回は、お友達どうしで「夏休み宿題教室」に参加してくれ

た子どもたちも多く、わきあいあいと楽しげに宿題に取り組む 
姿が印象的でした。2 日間連続できてくれた子、お母さんと 

一緒に宿題をまとめている子も 
いました。先生に宿題の添削や読書 
感想文の指導をしてもらっている 
場面もとても印象的でした。 
来年も同じ時期に開催する予定 

ですので、みなさん是非参加して、 
宿題を早めに終わらせましょう！！ 


