
 

 

 

 

 

 

 

  

雑誌スポンサー事業を開始するにあたりスポンサーを募集します。 

身近な図書館で、気軽に社会貢献してみませんか？ 
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『きんようびはいつも』ダン・ヤッカリーノ・作 ＜分類
ぶんるい

：E-ｷ＞ 
 金曜日は、ぼくとパパにとってとくべつな日。何をするでもなく、ゆっくり 
２人だけで過ごす時間が、ぼくにとっては“とくべつ”なのです。ママと過ごす 
時間も好きだけど、子どもはパパと過ごす２人だけの時間が大好き。いそがしい
毎日の中で、ゆったり楽しむ親子の時間。こんな時間を見つけてみませんか？父
の日に、ぜひお父さんに読んでもらいたい絵本です。 

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。 

6月 
平成 28 年 

  

雑誌スポンサーを募集します 

「快適に梅雨を乗り切ろう」（一般書） 
 
『重曹＋アロマでナチュラルハウスキーピング』 
塩屋紹子・監修＜分類：597.9＞ 
洗濯物の部屋干しや、繁殖するカビに悩まされる梅雨の時期、すっきりお掃除 

しちゃいましょう！ 
ナチュラル素材の重曹・ビネガー・せっけんとアロマを使って、おそうじを 
もっと快適に楽しみませんか？お部屋、キッチン、トイレから、洗濯、ペットの 
ケアまで。香りも楽しめる心・体・環境にやさしいおそうじレシピを紹介。 
梅雨のじめじめを快適に乗り切りましょう！！ 
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今月のテーマ 

「父の日」（児童書） 
お父さんと過ごす時間は、お母さんと過ごす時間とは違う特別な時間 

です。お父さん大好き！があふれる絵本を集めてみました。 

長雨が続くこの時期に、おすすめの本を集めてみました！  

 

＜雑誌スポンサー事業とは＞ 

スポンサーに雑誌の購入費を負担していただくことで、和光市図書館 

の資料の充実を図ることを目的とした協働事業です。スポンサーが企業の 

場合、雑誌の最新号に企業の PR を表示したビニールカバーをかける 

ことができます。 

また、企業だけでなく、個人の方もスポンサーになることができます。 

 

雑誌スポンサーになるまでの流れ 
１ 和光市図書館が所蔵している雑誌の中からスポンサーになる雑誌を選びます。 

２ その雑誌の購入代金を和光市図書館が指定する業者に支払ってください。 

※ スポンサーになった雑誌は和光市図書館に直接納入されます。 

個人がスポンサーになった場合、先に読むことや優先的に借りることはできません。 

ご興味のある方は、お気軽に図書館職員へお声がけ下さい。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月イベントカレンダー 

6 月の休館日：9 日（木）、23 日（木） 

日 月 火 水 木 金 土 

5/29 30 31 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 7/1 2 

 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  子どもの科学   

 今月の特別なイベント 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵本とおはなしの会 4
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 17 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 6 日(月)★ 
時 間：①10:30～11:00 ②11:30～12:00 
対象者：平成 2７年 12 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 

あゆみの会 

第 6回「ひまわり倶楽部」 

＜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６回目は「ひまわり倶楽部」さんをご紹介
します。「ひまわり倶楽部」さんは、平成１２年
１２月に結成され、現在 9 名で活動されていま
す。トレードマークはひまわり色のエプロンと
明るい笑顔！ 
図書館では、夏休み子どもの集いや図書館ま

つりで手袋人形やパネルシアターなどを行っ
ていただき、その楽しくにぎやかな雰囲気で、
毎回大人気です。今まではその 2 つのイベント
でしか、図書館ではひまわり倶楽部さんにお会
いすることはできなかったのですが、昨年 10
月からは、新事業の赤ちゃんタイム（毎月原則
第一木曜日の 10:30-11:30）でもご活躍いた
だいていますので、ぜひ遊びにいらしてくださ
い。 
図書館以外でも、市内の保育園や子育て世代

包括支援センター、板橋区の児童館での絵本の
読み聞かせなど、精力的に活動をされていて、
これからの活躍も楽しみです！ 
現在会員を募集されています。少しでもご興

味のある方は、ぜひ図書館までご連絡くださ
い。お待ちしています。 

赤ちゃんタイム 2 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。 

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＞ 
 

 

図書館シネマ～図書館サポーター企画～12 日(日) 
時 間：13:30～15:00（開場 13:15） 
対象者：子どもから大人まで 
テーマ：「～宮沢賢治生誕 120 年～  

銀河鉄道の夜と和光の鉄道」 
日本を代表する影絵作家・藤城清治氏が演出した 
「銀河鉄道の夜 影絵劇」を上映します。上映後は、 
宮沢賢治についてや和光市の鉄道の歴史について 

 のお話、本や CD の紹介を行います。子ども制服 
撮影会も開催予定です！ 

子どもの科学 25 日(土)★ 

時 間：14:00～15:30 
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：「キミはコロンブスをこえられるか ～たまごの実験～」 
申込方法：6 月 14 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 18 日ごろにハガキでお知らせします。 

七夕おはなし会 7 月 2 日(土) 
時間と対象者：11:00～2 才くらいから 

14:00～４才くらいから 
※30 分～40 分程度になります。 

年に一度の七夕おはなし会です。七夕にちなんだ 
絵本の読み聞かせなどをお楽しみください。 
短冊をご用意して待ちしています。 

和光絵本と 
お話の会 

ひまわり倶楽部 

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 

※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。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ～ 

幸せになる勇気 岸見 一郎∥著 ダイヤモンド社 146.1 

パレスチナを知るための 60 章 臼杵 陽∥編著 明石書店 302.28 

福島が日本を超える日 浜 矩子∥著 かもがわ出版 304 

ドキュメント銀行 ～金融再編の 20年史-1995-2015～ 前田 裕之∥著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 338.21 

手話を生きる ～少数言語が多数派日本語と出会うところで～ 斉藤 道雄∥著 みすず書房 378.28 

昔ばなし大学ハンドブック 小澤 俊夫∥著 読書サポート 388 

老後破産は必ず防げる 大村 大次郎∥著 ビジネス社 591 

はじめよう!セスキ炭酸生活 石鹼百科∥監修 KADOKAWA 597.9 

埼玉きもの散歩 ～絹の記憶と手仕事を訪ねて～ 藤井 美登利∥著 さきたま出版会 753 

これからを生きるあなたに伝えたいこと 瀬戸内 寂聴∥著 マガジンハウス 914.6 

吉原詣で 佐伯 泰英∥著 角川春樹事務所 B913.6 

火星の人 上・下（映画「オデッセイ」原作） アンディ ウィアー∥著 早川書房 B933/ｳ/1-2 

子どものスマホ・トラブル対応ガイド 安川 雅史∥著 ぎょうせい C367.6 

ボケない暮らし 30 カ条 朝田 隆∥著 法研 M493.75 

外資系トップの思考力 ISS コンサルティング∥編 ダイヤモンド社 Z335.13 

～ 児童書 ～ 

図書館のひみつ ～本の分類から司書の仕事まで～ 高田 高史∥監修 PHP 研究所 010 

池上彰のみんなで考えよう 18歳からの選挙 1～4 池上 彰∥監修 文溪堂 314/1-4 

発見!?宇宙生物 北村 雄一∥著 汐文社 440 

カラスウリ 藤丸 篤夫∥しゃしん そうえん社 479 

これでできる!スケートボード ABC トランスワールドスケートボーディングジャパン∥監修 トランスワールドジャパン 784 

春風亭一之輔のおもしろ落語入門 春風亭 一之輔∥落語 小学館 913 

モンスター・ホテルでピクニック 柏葉 幸子∥作 小峰書店 913 

賢女ひきいる魔法の旅は ダイアナ ウィン ジョーンズ∥作 徳間書店 933/ｼﾞ 

はがぬけたよ 安江 リエ∥作 福音館書店 E-ｱｶ 

ベロニカとバースデープレゼント ロジャー デュボアザン∥作・絵 復刊ドットコム E-ｷ 

～ ＹＡ ～ 

マンガでわかるビブリオバトルに挑戦！ 谷口 忠大∥マンガ原案・監修 さ・え・ら書房 Y019 

シンドラーに救われた少年 レオン レイソン∥著 河出書房新社 Y289.3/ﾚ 

地方自治のしくみがわかる本 村林 守∥著 岩波書店 Y318 

世界が終わる前に 山本 弘∥著 東京創元社 Y913.6 

ソードアートオンライン【17】 川原 礫∥著 KADOKAWA 閉 Y913.6//17 

 

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 M：医療コーナー Y：ヤングアダルトコーナー E：絵本 
閉：閉架書庫で管理している本です。貸出ご希望の場合は職員にお申し出ください。  

☆『YA 通信夏号』を発行しました☆ 

夏休み子どものつどいで恒例のビブリオバトルの特集を組みました！ 
みなさんも YA 通信を見てビブリオバトルにチャレンジしてみてください。 
28 年度の課題図書についても掲載しています。ぜひ読んでください♪ 
 
☆YA コーナーに新着マンガを出しました☆ 

お待たせしました！マンガ 7 作品が到着です！みんなで仲良く見てくださいね。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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。 

「世界おはなしめぐり」 
（5/21 実施） 

「出張ブックスタート」 
in 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（5/18 実施） 

新しいＣＤが入りました ４月２８日に新しいＣＤが入りましたので、一部をご紹介します♪ 

★朗読：『美しい村』『時をかける少女』『秩父路の民話』『火花』『江戸川乱歩 聴く傑作短編』『罪と罰』『最後の一葉』『一握の砂』『アンネの日記』他 

★演歌・歌謡曲：『大正ロマンのうた』『山内惠介・ファンが選んだベストアルバム』『演歌の花道』『私たちの黄金時代 ベスト演歌・歌謡曲』他 

★ポップス：『ever（オフコース）』『0と 1 の間（AKB48）』『Tree（SEKAI NO OWARI）』『THE BEST(AI)』『レッド（テイラー・スウィフト）』『ジンギスカン（ジンギスカン）』他 

★クラシック・ジャズ：『Stella 安心の眠りを導くクラシック』『ジャズ・カンヴァセイションズ（MONDAY 満ちる）』他 

★教養・こども：『親子できこう子ども落語集』『まずはこれだけ英語』『まずはこれだけフランス語』『柳家花緑』『フックブックロー』他 

 

平成２６年４月以降に生まれた
赤ちゃんで、まだブックスタート
に参加されていない方を対象に、
北第三子育て世代包括支援センタ
ー（もくれんハウス）にて「ブック
スタート」を行いました。 

28 年度は他に、南子育て世代包
括支援センター、北子育て世代包
括支援センターでも出張ブックス
タートを行う予定です。 

編集後記せっかくポカポカ気持ちのいい春がきたと思ったら、すぐにジメジメの梅雨…。春って意外と短いですよね。梅雨は快適な季節ではないですが、楽しむ

方法はあると思います。じっくりと本と向き合ったり、夏休みの計画を立てるにはいい時期ですし、レインブーツや傘など雨の日ならではのオシャレを楽しんだ

り、お子さんがいらっしゃる方はカタツムリや蛍を探しに行ったりアジサイの不思議を調べたり。せっかくなので、日々を楽しみたいですね。テーマ展示は職員

全員でテーマを考えています。日々の楽しみや家族の会話の種に少しでも役立てていただければと思います。＜平成 28 年 5 月 25 日発行＞ 

放送大学埼玉学習 
センター面接授業と 
して「和光市におけ 
る地域包括ケアの 
実務」についての 
授業が行われました。 

１時限目は松本市長 
による講義、２・３ 
時限目は阿部福祉 
政策課長による講義 
でした。 
約２５名の受講生が講義を受け、和光市の地域包括ケア
に対する積極的なご質問を数多くいただきました。 

今回は受講者に対する面接授業でしたが、和光市図書
館では、放送大学の授業を CD 又は DVD により視聴 
することができます。（53 教科） 
和光市図書館の利用券がなくても、放送大学の学生で

あればどなたでもご利用いただくことができますので、 
是非ご活用ください。 

○c 和光市 

分館コラム Vol.１「分館の場所について」 

「放送大学埼玉学習センター 
面接授業」（4/23 実施） 

今回のお話は、日本の昔話『ず
いてん小僧さん』と、ロシアの民
話『マーシャとくま』、アメリカの
昔話『ものいうたまご』でした。 
大人も子どもも想像力を膨ら

ませて、素ばなしのおもしろさを
感じていただけたのではないで
しょうか。 
次回の「世界おはなしめぐり」

は１月開催予定です。 

    和光市図書館下新倉分館は、「和光市下新倉 5-21-1」にあります。 
和光市駅北口からは和光高校循環行（和 02・和 03・和 07）で「神明道下」の 

バス停が一番近いです。市内循環バスでは、北コースに「下新倉小学校」のバス停が 
あります。下新倉小学校に併設した施設になっていて、図書館分館の他に児童館と学童 
保育クラブがあります。 

 小学校の隣に「分館、児童館、学童保育クラブ」専用の入り口がありますので、 
そこから入って、階段またはエレベーターで２階にあがり、渡り廊下を通ると 
分館があります。 

 市の北側にお住まいの方は、本町にある図書館本館までは遠いため、利用し  
づらかったのではないかと思います。分館ができることで、図書館という施設を 
身近に感じ、暮らしに役立てていきたいと思います。 

東
京
外
環
自
動
車
道 

 

新倉小学校 

和光高校 

北口バス停 

東武東上線 至池袋 至川越 

下新倉小学校 

神明道下バス停 

下新倉小学校前バス停 

和光市駅 

和光市図書館 

和光市図書館 
下新倉分館 

※下新倉分館は、11 月に開館予定です！ 
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