
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Library News
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図書館だより 
和光市図書館 

『かき氷 天然氷をつくる』 細島雅代・写真 伊地知英信・文 ＜分類
ぶんるい

：５８８＞ 
 みなさんは、かき氷は好きですか？夏になるとあちこちで目にするかき氷ですが、埼玉
県の長瀞では、１００年以上も前の、明治時代から、山の谷間にある池で氷が作られて 
きました。このような天然氷をつくる氷屋は、埼玉県内では、阿佐美冷蔵さんだけになり
ました。自然の力を借りて、冬、手間ひまかけて作られる氷。どのように作られるのか、 
この本を読むとわかります。読んだ後、実際に食べに行ってみるのもいいかもしれません。 

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。 

8月 
平成 28 年 

  

は、夏休み子どもの集い！ 

「リオデジャネイロ オリンピック」（一般書） 

 

『JOA オリンピック小事典』 
日本オリンピック・アカデミー編∥著 ＜分類：780.69＞  
オリンピックの起源や豆知識、１８９６年第１回アテネ大会からの大会の様子や各種

競技の紹介がされていてオリンピックについて詳しく知ることができます。 
選手紹介のページでは読んでいるうちに当時の感動が甦り、胸があつくなる１冊です。 
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今月のテーマ 

「課題図書・推薦図書／夏休みにおすすめの本」（児童書） 
 
 

第３１回 リオデジャネイロオリンピックが８月５日から開催されます。 
競技はもちろん、オリンピックの歴史やブラジルに関する本を集めました。 

４年に１度の祭典です。皆で応援して盛り上がりましょう。 

 

8月 5日(金)のプログラム 

１回目１０：３０～／２回目１１：１５～ 

赤ちゃんと楽しむ絵本とわらべうた 

＜１１：４５からひるやすみ＞  

 

１４：００～ ビブリオバトル 

市内中学生がおすすめの本を紹介し、 

みんなが読みたいと思った本 1 冊 

（チャンプ本）を決定します。 

見学はどなたでもできます。 

ぜひお越しください。 

和光市図書館の職員が選んだ「夏休みに読んでほしい本」を紹介します。 
 

 

8/5 8/6 
(金) (土) 

8月 6日(土)のプログラム 

１１：００～ おはなし会 
手袋人形「くまくんのさんぽ」、 
大型絵本「おやおやおやさい」、パネルシアター「トトトイレ」、 
ペープサート「バケバケバケタ」、人形ショー「お化けロック」 

１１：３０～ 影絵 「バナナのおやこ」「ことばあそび」「さるかに」 

＜１２：００からひるやすみ＞ 

１４：００～ おはなし会 
絵本「はなびドーン」、絵本「えをかくかくかく」 
お話「大工と鬼六」、ペープサート「のはらうた」 
大型絵本「めっきらもっきらどおんどん」 
パネルシアター「まるさんかくしかく」 

１４：３０～ 影絵 「バナナのおやこ」「ことばあそび」「さるかに」 
 

子どもたちに「よりいっそう図書館に親しみを持ってもらいたい！」「楽しいひと時を過ごして 
もらいたい！」と、８月 5 日（金）・6 日（土）の 2 日間、今年も「夏休み子どもの集い」を 
開催します。たくさんのプログラムを用意しましたので、ぜひお越しください。 
 

○c 和光市 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月イベントカレンダー 

8 月の休館日：11 日（木）、25 日（木） 

日 月 火 水 木 金 土 

7/31 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 31 9/1 2 3 

  赤ちゃんタイム   本と雑誌のリサイクル 

 絵本とおはなしの会 

 今月の特別なイベント 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵本とおはなしの会 9/3(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 
※各時間帯 30 分ほどになります。 
場所：キッズルーム 
内容：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。 
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和光絵本と 
お話の会 

第 8回「図書館サポーター」 

＜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きましたが、今回で最終回と

なります。次回は、図書館で活躍されている音訳サークル

「なごみ」をご紹介します。 

 第 8 回は「図書館サポーター」さんをご紹介 

します。 

「図書館サポーター」は、図書館に興味や 

関心のある方が集まって、図書館シネマの企画

運営など事業への参加や、本のカバーかけ等を

してくださっているボランティアです。平成

26 年 11 月に発足し、活動が始まりました。 

 現在活動しているメンバーは１１人で、６月

には、サポーターのみなさんの企画運営で 

「銀河鉄道の夜の上映と和光市の鉄道のお話」

を行いました。１２月にもサポーター企画の 

事業を行う予定になっています。 

 サポーターのみなさんは「図書館が好き」 

「図書館を応援したい」「本を通じた活動に興味

がある」「とにかく本が好きで本を触って 

いたい」等の思いのある方たちで、それぞれ 

得意な分野を生かして活動していただいて 

います。 

 メンバーは随時募集しています。ぜひご一緒

に活動しませんか。ご興味のある方は図書館 

カウンターにお声かけください。 

赤ちゃんタイム 4 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 

※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。 

夏休み宿題教室 夏休み子どもの集い 

本と雑誌のリサイクル 7/31(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。 

 

＜休館日＞ 

夏休み宿題教室 1 日(月)・2 日(火) 
時 間：10:30～16:00 
対象者：市内小学生  
内 容：夏休みの宿題や読書感想文などでわからないところを 

小学校や中学校の先生に教えていただくことができます。 
会議室に自由研究の本も用意します。貸出できますので、 
ぜひお越しください。（出入り自由です） 

夏休み子どもの集い 5 日(金)・6 日(土) 
時 間：8/5(金)10:30～15:00 
 8/6(土)11:00～15:00 
対象者：子どもから大人まで 
内 容：1 ページ目の詳細記事をご覧ください。 

 

「子どもの科学」（6/25 実施） 
キミはコロンブスをこえられるか

～たまごのじっけん～ 

 

 卵型の秘密について、20 個の 
生卵の上に一人ずつ乗ったり、卵を
転がしたりして実験をしました。 
  最後に本物のダチョウの卵を金づ
ちで割って卵の殻をお土産に持って
帰りました。 
  次回は１０月１日（土）を予定し
ているので是非ご応募ください。 

「出張ブックスタート 
in 南子育て世代包括支援センター」

（6/27 実施） 

 

「七夕おはなし会」（7/2 実施） 

  年に一度の七夕おはなし会。今回も 
たくさんの子どもたちが来てくれました。 
迫力のある大型絵本やパネルシアター
には大人も子どもも引き込まれて 
しまいました。楽しいお話や、織姫・ 
彦星のお話の世界を楽しむことが出来 
ました。 
 お話の後は、みんなで短冊を書きま 
した。みんなの願いが叶いますように！ 

平成 26 年 4 月以降生まれの赤ち
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、南子育て
世代包括支援センターでブックスタ
ートを行いました。 
次回の出張ブックスタートは、 

北子育て世代包括支援センターで 
10 月 14 日（金）開催予定です。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ～ 

自分を変える習慣力 三浦 将∥著 クロスメディア・パブリッシング 159 

神社バイリンガルガイド 加藤 健司∥監修 小学館 175 

日米の教科書当時の新聞でくらべる太平洋戦争  出版企画開発室∥監修 辰巳出版 210.75 

トランプが日米関係を壊す 日高 義樹∥著 徳間書店 319.53 

ローカルメディアのつくりかた 影山 裕樹∥著 学芸出版社 361.45 

5 分でできる手づくりおもちゃ 100 倍楽しむ本  木村 研∥編著 いかだ社 376.15 

日本髪大全 田中 圭子∥著 誠文堂新光社 383.5 

味つけ冷凍レシピ 森 洋子∥著 枻出版社 596 

スヌーピーのひみつ A to Z チャールズ M.シュルツ∥著 新潮社 726.1 

UV レジンの簡単アクセサリー100 キムラプレミアム∥著 主婦の友社 751.9 

希望荘 宮部 みゆき∥著 小学館 913.6 

首都圏発親子で行きたい!ファミリーキャンプ場完全ガイド スタジオパラム∥著 メイツ出版 C291.3 

できるゼロからはじめるパソコン超入門 法林 岳之∥著 インプレス Ｉ007.6 

専門医が教えるおなかの弱い人の胃腸トラブル  江田 証∥著 幻冬舎 Ｍ493.4 

四季報で学ぶ決算書の読み方 林 總∥著 大和書房 Ｚ336.83 

～ 児童書 ～ 

博物館のひみつ 斎藤 靖二∥監修 PHP研究所 069 

ミクロワールド大図鑑 [1]～[4] 宮澤 七郎∥監修 小峰書店 460//1～4 

つくってかざろう!きせつのおりがみ 1～4  学研教育出版 754//1～4 

サッカーパーフェクト図鑑 大熊 廣明∥監修 ポプラ社 783 

蒼とイルカと彫刻家 長崎 夏海∥作 佼成出版社 913 

ねずみにぴったりののりもの マリー ホール エッツ∥さく 好学社 E-ｷ 

おふろおばけ 村田 エミコ∥ぶん・え 大日本図書 E-ｷﾝ 

300 年まえから伝わるとびきりおいしいデザート エミリー ジェンキンス∥文 あすなろ書房 E-ﾐﾄﾞ 

あそぼ エルヴェ テュレ∥さく ポプラ社 E-ﾐﾄﾞ 

Sam & Dave dig a hole Mac Barnett Candlewick Press F//E        

～ ＹＡ ～ 

自分の顔が好きですか? 山口 真美∥著 岩波書店 Y141 

１８歳選挙権ガイドブック 川上 和久∥著 講談社 Y349.4 

中学生の勉強法 正・続 石井 郁男∥著 子どもの未来社 Y375//1～2 

中学生理科の自由研究パーフェクト 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 Y407 

とある魔術の電脳戦機（バーチャロン） 鎌池 和馬∥著 KADOKAWA Y913.6 

 

YA NEWS  
ヤングアダルト  ニュース 
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C：子育て支援コーナー Ｉ：情報コーナー M：医療コーナー Z：ビジネスコーナー E：絵本コーナー F：洋書 Y：ヤングアダルトコーナー 
 

 皆さんは、【ビブリオバトル】って知っていますか？【ビブリオバトル】とは自分が 

面白いと思った本を持ち寄って順番に紹介し、その発表についてそれぞれディスカッ 

ションを参加者全員で行って、最後に一番読みたくなった本を投票で決める戦いです。 

 今年も和光市図書館で 8 月 5 日（金）に【ビブリオバトル】を行います。市内の中 

学生が参加しますので、ぜひ見に来てください。【ビブリオバトル】に関する本もある 

ので、興味のある人は読んでみてね！！ 

     

～ビブリオバトル開催～ 

和光市 

和光市 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

新しい雑誌が入りました 
休廃刊に伴い雑誌の入れ替えを行いました。新しく入った雑誌は Seventeen・アニメージュ・フローリスト・

ビデオ SALON・歴史街道の５誌です。是非ご利用ください。 
 

編集後記 いよいよ夏休み！でも暑い日が続いてつい家にこもりがちな方も多いのでは？和光市は、埼玉県の実施する「まちのクールオアシス」事業に賛同し、

和光市図書館でも実施されています。「クールオアシス」は熱中症対策として実施されていますが、多くの人で涼しい場所を共有することで、各家庭でエアコンを

動かすより節電となり、地球温暖化防止にもつながります。８月はオリンピックも始まります。みんなで地球を守っていきたいですね。 

＜平成 28年 7月 25 日発行＞  

分館コラム Vol.3 「少しずつ図書館らしくなってきました！」 
７月に入り、図書館の顔であるカウンターや、雑誌を置く棚、机、椅子などが設置され、図書館らしくなってきました。

椅子の色はコーナーごとに違う色で明るい雰囲気となっています。これからもみなさんの利用しやすい図書館を目指して
準備をすすめていきます。どうぞ楽しみにしていてください。 

※下新倉分館は、11 月に開館予定です！ 
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○c 和光市 

図書館協議会開催のお知らせ 

◎日 時：平成２８年８月２４日（水）午後２時～ 
◎場 所：下新倉小学校会議室２（２階）（和光市図書館下新倉分館隣接） 
◎内 容：平成２８年度図書館関連予算及び図書館事業について 他 
◎問合せ：和光市図書館（本館）Tel: 048-463-8723 
傍聴可能ですので、希望される方は直接会場へお越しください。 

○c 和光市 

○c 和光市 

就業体験の実施 
「第三中学校」と「大和中学校」の２年生の職場体験実習がありました。本のカバー 

掛けやカウンター業務（貸出・返却・配架）などを行っていただきました。また、「実習生 
のおすすめ本」を作成してもらい、YA コーナー付近に掲示していますのでご覧ください。  
実習生には、８月５日（金）『夏休み子どもの集い』のビブリオバトルにも参加して 

いただきます。ビブリオバトルでは、実習生がおすすめの本を１冊選び、その本の魅力を 
紹介します。 
８月５日（金）午後２時から、図書館会議室にて行いますのでぜひお越しください。 

○c 和光市 


