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『くんちゃんのはじめてのがっこう』ドロシー・マリノ・作 

まさきるりこ・訳 ＜分類
ぶんるい

：E-キ＞ 

 くまのくんちゃんは今日から学校へ行きます。お母さんとはなれる時はさびしいなと
思い、授業がはじまると、何だかおちつかない気分になったくんちゃんでした。でも先
生やお友達とすごす内に、とてもあたたかい気持ちに変わっていきました。くんちゃん
のドキドキ、ワクワクが伝わってくる絵本です。 

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。 

5月 
平成 28 年 

 

 

 

下新倉分館の開館準備の進捗状況 
和光市に待望の 2 つ目の図書館「下新倉 

分館」ができることになりました。場所は 
4 月に開校した下新倉小学校の敷地内で、 
複合施設になります。これから 11 月の 
開館に向けて準備作業を進めていきます。 

下新倉分館については、平成 27 年 7 月に 
「選書ワークショップ」を行い、地域の  
みなさんと「分館にはどんな本や資料が 
あると良いか」を話し合いました。この  

「母の日」（一般書） 
 

『お母さんのたからもの』永田萠・作＜分類
ぶん るい

：911.56＞ 

本を読む時間がないくらい毎日忙しいお母さんも、この詩集を読んで“ひとやすみ”。 
とても短い言葉の中に、子どもへの愛情を感じます。また、母になった今だから、 
気づくあの時のお母さんの気もち。共感できることばかりで、思わずウルッとして 
しまうかもしれません。 

著者は「カラーインクの魔術師」と呼ばれる技術と色彩感覚、妖精をテーマにした 
夢あふれる作風で、この詩集のイラストもとても素敵です。 
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今月のテーマ 

「子ども読書の日おすすめの本」（児童書） 
４月２３日は子ども読書の日です。年齢別におすすめの本を紹介していますので、 

ぜひ読んでみてください。 

 

★6 月号からは「分館開館準備コラム」を掲載予定です。お楽しみに！★ 

結果をもとに分館にふさわしい資料をそろえていく予定です。 
4 月 2 日に行われた下新倉小学校見学会では図書館の入口から中を見ていただくだけ

でしたが、「図書館ができるんだね。今まで遠かったから近くにできてうれしいね。」と 
いう声が聞こえて、楽しみに待っていてくださることが伝わってきました。 

地域のみなさんに気軽に利用していただける図書館をめざして準備を進めていきます
のでどうぞよろしくお願いいたします。 

5 月 8 日は母の日です。毎日がんばっているお母さん、いつもありがとう。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月イベントカレンダー 

5 月の休館日：12 日（木）、26 日（木） 

日 月 火 水 木 金 土 

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 31 6/1 2 3 4 

 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   本と雑誌のリサイクル  

 ワンダフルテイル  今月の特別なイベント 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵本とおはなしの会 7
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。  

あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた 20 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。 

ブックスタート 16 日(月)★ 
時 間：①10:30～11:00 ②11:30～12:00 
対象者：平成 2７年 11 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。 

 

※場所の表記がないものは、会議室で行います。★印のあるものは要予約 
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和光絵本と 
お話の会 

あゆみの会 

第 5回「和光布絵本の会ゆりかご」 

＜休館日＞ 

和光市図書館は、多くのボランティアの方々に支えられてい

ます。このコーナーでは、ご活躍されているボランティアの

方々を少しずつご紹介していきたいと思います！ 

 

＜休館日＞ 

第５回目は「和光布絵本の会ゆりかご」を 
ご紹介します。図書館に置く布絵本を作成して
くださるボランティアグループです。 

和光市図書館には「布の絵本」がなかった 
ため、平成１９年度にすずらん文庫の渡辺順子
先生をお招きし、布絵本をつくるボランティア
の養成講座を行いました。 

講座終了後、受講生によるボランティア団体
「和光布絵本の会ゆりかご」が結成され、現在
まで和光市図書館に置く布絵本を作成して 
いただいています。活動日は原則第１、第３水
曜日の午後１：３０～３：３０です。  

布にフェルト・ボタン・マジックテープなど
をつけてつくった布絵本は、手や指の感覚を 
養う絵本と遊具のはたらきがあります。布絵本
をとおして親子で会話をし、楽しみながらコミ
ュニケーションを深めることができます。 

一針一針ていねいに作られた布絵本は、手づ
くりのぬくもりが伝わり、たくさんの方に利用
されています。現在布絵本は絵本が原作のもの
や、オリジナル作品もあわせて１５種類の作品
があります。 

メンバーは随時募集していますので、興味の
ある方はお気軽に見学にいらしてください。 

赤ちゃんタイム 19 日、6 月 2 日（いずれも木） 
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。 

★ 
時 間：10:30～11:00 （受付 10:15～） 
対象者：平成 26 年 4 月以降生まれの赤ちゃんと保護者の方

で、まだブックスタートで絵本をもらっていない方 
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 

＜内容は通常のブックスタートと同じです。＞ 
 

 

Wonderful Tale(ﾜﾝﾀﾞﾌﾙﾃｲﾙ) 15 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？ 

本と雑誌のリサイクル 1 日(日) 
時 間：9:40～11:00 
除籍した本や雑誌を 1 人 10 冊まで無料で差し上げます。 

 

世界おはなしめぐり 21 日(土) 
時 間：14:00～14:30  
対象者： 6 才くらいの子どもから大人まで 

「みなさんは“素ばなし”を知っていますか？」 
物語を丸ごとおぼえて、本やメモを見ずにお話する 
ことです。聞く人は想像力をめぐらせ、お話の世界 
に自然に入っていけます。今回は日本や外国に昔から 
伝わるお話を素ばなしでお楽しみください。 

ワンダークラブ 

和光絵本と 
お話の会 

ひまわり倶楽部 

大人のための朗読劇場 29 日(日) 
時 間：14:00～15:30 
対象者：高校生以上 30 名 
朗読者：清水陽子・森凡枝（朗読の会あめんぼ） 

多くのファンがいる人気の朗読劇場は、今回で 15 回目を迎えまし
た。耳だけでなく、目でも楽しめる朗読劇。見て、聞いて、笑って、
泣いて？…初夏の午後、心にビタミンを！ぜひご来場ください。 

朗読の会 
あめんぼ 

ブックスタート
ボランティア 

ブックスタート
ボランティア 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ～ 

思い立ったが絶景 吉田 友和∥著 朝日新聞出版 290.9 

新入生のための法学部必勝学習法 武居 一正∥著 法律文化社 320.7 

世の中の見え方がガラッと変わる経済学入門 川本 明∥著 PHP 研究所 331 

東京防災 東京都総務局総合防災部防災管理課∥編集 東京都総務局総合防災部防災管理課 369.3 

すごい!希少金属 齋藤 勝裕∥著 日本実業出版社 565.8 

クローゼット整理からはじまる 40 歳からの服選び 大山 旬∥著 技術評論社 589.21 

北海道新幹線パーフェクト・ブック  双葉社 686.21 

時代劇役者昔ばなし 能村 庸一∥著 筑摩書房 778.8 

50 カ国語習得法 新名 美次∥著 講談社 807 

かんかん橋の向こう側 あさの あつこ∥著 KADOKAWA 913.6 

天才 石原 慎太郎∥著 幻冬舎 913.6 

菜の花食堂のささやかな事件簿 碧野 圭∥著 大和書房 B/913.6 

子どもがよく食べる給食のレシピ 105  地球丸 C/596 

風立ちぬ（上・下） 辻堂 魁∥著 大活字文化普及協会 L/913.6 

サイロ・エフェクト ジリアン テット∥著 文藝春秋 Z/336.3 

～ 児童書 ～ 

よくわかる選挙と政治 福岡 政行∥監修 PHP 研究所 314 

北極・いのちの物語 寺沢 孝毅∥写真 文 偕成社 482 

宇宙探査の歴史 MARY KAY CARSON∥著 丸善出版 538 

すがたをかえる食べもの 1-7 香西 みどり∥監修 学研プラス 619//1-7 

<10 秒 00 の壁>を破れ! 高野 祐太∥著 講談社 782 

てんきのいい日はつくしとり 石川 えりこ∥さく・え 福音館書店 913 

きょうはかぜでおやすみ パトリシア マクラクラン∥ぶん 大日本図書 933/ﾏ 

すぽーつのほん ディック ブルーナ∥ぶん・え 福音館書店 E 

ダンゴムシのコロリンコくん カズコ G.ストーン∥文・絵 岩波書店 E-ｱｶ 

くらべてわけてならべてみよう! 国立科学博物館∥作 創元社 E-ﾐﾄﾞ 

～ ＹＡ ～ 

高校生のための心理学講座 日本心理学会∥監修 誠信書房 Y/140 

ニュートリノって何？ 青野 由利∥著 筑摩書房 Y/429 

進撃の巨人空想科学読本 柳田 理科雄∥著 講談社 Y/726 

マンガでよくわかるホントに通じる英会話 読売中高生新聞編集室∥著 かんき出版 Y/837 

川床にえくぼが三つ にしがき ようこ∥著 小学館 Y/913 

 

～ ５月 オススメの一冊 ～ YA NEWS  
ヤングアダルト  ニュース 
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Z：ビジネスコーナー Ｂ：文庫本コーナー C：子育て支援コーナー L：大活字本コーナー Y：ヤングアダルトコーナー E：絵本 

『川床にえくぼが三つ』 

にしがきようこ∥著 分類：Y913 

中学二年生の文音（あやね）は、親戚のお姉さんの研究について 

はじめての海外へ。 

行き先はインドネシア。幼馴染の華（はな）も一緒です。 

たった８日間の旅ですが、文音がそこで得たものとは―― 

はじめての海外旅行の、ドキドキが伝わる一冊です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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（2 月から変わりました！） 

 

※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。 

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した後、絵本を 1冊プレゼントします。 

対象：平成 26 年 4 月以降に生まれた赤ちゃんと保護者の方 
日程：下記実施日（全て月曜日）に誕生月ごとに行います。 

4/25 （H27 年 11月生まれ） 5/16 （H27 年 12月生まれ） 
6/6 （H28 年 1月生まれ） 7/4 （H28 年 2月生まれ） 
7/25 （H28 年 3月生まれ） 9/12 （H28 年 4月生まれ） 
10/3 （H28 年 5月生まれ） 11/7 （H28 年 6月生まれ） 
12/5 （H28 年 7月生まれ） 1/16 （H28 年 8月生まれ） 
2/13 （H28 年 9月生まれ） 3/27 （H28 年 10月生まれ） 

時間：①10:30-11:00 ②11:30-12:00 ※30 分間のプログラム 
会場：和光市図書館会議室 
持物：母子健康手帳、絵本引換券、絵本が入る袋 
申込：図書館事務室にお越しいただくか、お電話（048-463-8723）又はメールで（h0301@city.wako.lg.jp）宛てに 
「ブックスタート参加申込み」として、参加されるお子さんのお名前、生年月日、①②のご希望時間、電話番号を 
記入してお申込みください。 

 

平成 28 年度ブックスタート年間スケジュール 

図書館シネマ（3 月 30 日実施） 

３月末に、音訳サークル「なごみ」
による対面朗読が行われました。 

対面朗読とは、読書が困難な方や
障害を持った方へ、音訳者が対面で
朗読を行うサービスです。 
 終始和やかな雰囲気でしたが、今
回の本がとても面白くて、全員で笑
ってしまうこともしばしば…。 

対面朗読が行われました（３月末） 

今回の図書館シネマは 
子ども向けに「ぐるんぱの 
ようちえん」や「はらぺこ 
あおむし」「パパ、お月さまと
って！」など 5 本の動く絵本
の世界を上映しました。 
 春休み中ということもあ
り、多くの親子が集まり、和
やかな雰囲気で映像を楽し
みました。 

ワンダークラブさんが和光市教育委員会から表彰されました 
 年 6 回図書館で Wonderful Tale（ワンダフルテイル）を行っていただいているワンダー
クラブさんが、市の教育、学術及び文化の振興発展に貢献した団体として、和光市教育委員
会表彰されました。 
ボランティアのみなさんの長年の活動が評価されました。おめでとうございます！ 
（写真上段、左から 5 番目・6 番目・７番目がワンダークラブのメンバーの方です） 

○c 和光市 

多目的トイレにベビーチェアを設置しました 

 小さなお子さん連れでも気軽に利用できるよう、館内の多目的トイレ内にベビーチェア（ベビーキープ）を 
設置しました。これからもみなさんが使いやすい施設となるよう努めてまいります。 

絵本とはまた違う魅力を感じていただけたようです。 
次回の図書館シネマは大人向けで、6 月に開催予定です。 

＜出張ブックスタート年間スケジュール＞ 

図書館のブックスタートに参加できない方は、

出張ブックスタートにご参加ください。 

5/18(水) 北第三子育て世代包括支援センター 
 （おやこ広場もくれんハウス） 
6/27(月) 南子育て世代包括支援センター 
10/14(金) 北子育て世代包括支援センター 

時間：10:30～11:00（10:15 受付開始） 
※お申し込みは図書館まで 

 

編集後記 4 月の和光市は、下新倉小学校開校というおめでたい大きなニュースがありました。白子小学校や新倉小学校からは、新設校へ転校する子も 

多く、たくさんのドキドキがあったことと思います。その下新倉小学校の敷地内に図書館下新倉分館が 11 月にオープン予定ということもあり、図書館 

職員も配置換えがあったり、新しいメンバーが加わったり、にわかに活気づいています。男性職員も増え、新しい風が吹いています。暖かくなり動き始め

たくなる 5 月、職員一同フレッシュな気持ちで、気持ちのいい図書館づくりをしていきたいと思います！ 

対面朗読の魅力は、音訳者と利用者でコミュニケーション
をとりながら、生の声で読書を楽しめるところです。ご興味
のある方は、一度図書館までお問い合わせください。 

mailto:h0301@city.wako.lg.jp

