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今月のテーマ展示の紹介です。本館は新着コーナー横と児童コーナー

に、分館はカウンター横と児童コーナーに展示しています。 

 

「新人さん応援！」（一般書） 
 

『あたりまえだけどなかなかわから
ない 働く人のルール』 
前川孝雄∥著＜分類：Z336.47＞  

職場ライフのナゾ、人間関係のフ
シギ、上司のホンネ、会議のイロハ、
給料・お金のツボなどなど、上司は
教えてくれない、マナーブックにも
載っていない、会社に入って感じる
リアルな疑問を解説してくれる一冊
です。 

 

1/4 

今月のテーマ 

「入園・入学」（児童書） 

 

 

 初めて社会人となるみなさんへ、持っておくべ

き考え方や、身につけるべき知識などを学べるビ

ジネス書をご紹介します。 

 

 

新入生のみなさん入園・入学おめでとうございます。 
４月からどんな生活が待っているのでしょうか。楽しみですね！ 

『小学校の生活』はまのゆか∥絵＜分類：E＞ 

小学校ってどんなところ？たくさん勉強するの？給食はおいしいの？ともだちは

たくさんできるかな？この春、小学１年生になる主人公のあかいけんた君といっし

ょに小学校生活を体験することができます。親子で一緒に読んでも楽しいですよ。 

本館 分館 

『南極観測隊のしごと』 
国立極地研究所南極観測センター∥編 
＜分類：402.97＞  

 南極観測隊って、どういう風に選
ばれるの？どんな仕事をしている
の？南極ではどんな生活をしている
の？いつから始まったの？そんな疑
問が解決できる本です。展示とあわ
せてぜひ読んでみてください。 

本館 分館 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

【図書館下新倉分館・下新倉児童館・下新倉保育クラブ】 

第 1回ふれあいまつり 

Library News

図書館だより 
和光市図書館 

「南極」（一般書） 
  下新倉分館では 3 月 24 日～4 月 26 日に南極写

真展を行います。関連本の展示も行いますので、あ

わせてご覧ください。 

 

 

10:00～ オープニングイベント 

10:30～ 受付開始  
受付で子ども達に 1 人 1 枚スタンプラリー台紙を配付します。 

  のイベントは、台紙を持っていれば無料で 1 回利用できます。 

図書館下新倉分館主催のイベント 

11:00～13:00 バルーン配付 

①11:00～11:30 

②11:40～12:10 

  こども向けおはなし会 

11:00～13:00 工作ワークショップ 

「ふうとうで“こいのぼり”を作ろう！」 

11:00開場 11:15開演 

  16mm フィルム映画上映会「それから」 

13:00～ 雑誌の付録のくじ引き 

 ※15分前から整理券を配布します。 

11:00～12:30 コーヒー販売 

児童館・保育クラブ主催のイベント 

11:00～11:30 戦隊ショー 
「彩光戦士サイセイバーショー」 

11:00～13:00 

昔なつかし駄菓子屋さん★ 

11:30～13:00 

スマートボールで遊ぼう！ 

13:30～14:00 ビンゴ大会 

11:00～12:30 お楽しみ屋台♪ 

    焼きそば（一新会） 
    ポップコーン 

パンの販売（すまいる工房） 

 
わこうっちも 
遊びにくるよ！ 

※予定は変更になる可能性があります。ご了承ください。詳細はポスター、ホームページ等でご確認ください。 

 

南極写真展
のお知らせ 

市内在住の南極観測隊 OB
会員の島﨑里司さん所蔵の
南極の写真や石などを下新
倉分館で展示します。国立極
地研究所のご協力の下、南極
の氷に触れたり防寒服を見
ることもできますよ！ぜひ
こ の 機 会 を お 見 逃 し な
く！！【展示期間：3/24～4/26】 

分
館 

連
動
企
画
！ 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

本館イベントカレンダー 

日 月 火 水 木 金 土 

3/26 27 28 29 30 31 4/1 

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 5/1 2 3 4 5 6 

 ブックスタート  絵本とおはなしの会 

  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 
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＜休館日＞ 

※本館開催イベントで、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。 

下新倉分館イベントカレンダー 

日 月 火 水 木 金 土 

3/26 27 28 29 30 31 4/1 

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 5/1 2 3 4 5 6 

 絵本とおはなしの会 

  赤ちゃんと楽しむ絵本とわらべうた 

 ひまわりおはなし会 

 今月の特別なイベント 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

絵本とおはなしの会  
8 日・15 日・22 日 (全て土曜日) 

時間と対象者：11:00～2 才くらいから 
14:00～４才くらいから 

場所：キッズルーム 

赤ちゃんタイム 6 日(木) 

時 間：10:30～11:30  
対象者：乳幼児とその保護者の方 
場 所：キッズルームくつぬぎスペース 
 

ブックスタート 24 日(月)★ 

時 間：10:30～11:00 11:30～12:00 
対象者：平成 2８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 
申込方法：前日までに窓口・電話・メールにて 

絵本とおはなしの会 8 日(土) 

時 間：11:15～（30 分程度） 
対象者：幼児から小学校低学年 
場 所：キッズスペース 

＜休館日＞ 

あかちゃんと楽しむ 
絵本とわらべうた 21 日(金) 

時 間：①10:30～11:00 
 ②11:15～11:45 
対象者：6 ヶ月～2 才 

本館 分館 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

本と雑誌のリサイクル 30 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。 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

あかちゃんと楽しむ 
絵本とわらべうた 13 日(木) 

時 間：①11:00～11:30 
 対象者：6 ヶ月～2 才 
場 所：キッズスペース 

ひまわりおはなし会 19 日(水) 

時 間：16:00～16:30 
対象者：小学生 
場 所：キッズコーナー 

ふれあいまつり 29 日(土) 
時 間：10:00～14:00 
場 所：和光市図書館下新倉分館、下新倉児童館、 
    下新倉保育クラブ 
詳細は 1 ページ目をご覧ください。 

本館で大人気の事業が下新倉分館にやっ
てきます！赤ちゃんもお母さんもゆった
りした気持ちで楽しんでください。今後
は 6/8、10/12、12/21、1/11、3/8に開催
予定です。 

放課後に図書館にお話を聞きに来ませ
んか？毎月第 3水曜日に開催します。も
ちろん下新倉小学校以外の児童も参加
できます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 所蔵 

～ 一般書 ～  

ピュリツァー賞受賞写真全記録 ハル ビュエル∥編著 日経ナショナルジオグラフィック社 209.7 本館 

東日本大震災  読売新聞東京本社 369.31 本館 

スウガクって、なんの役に立ちますか? 杉原 厚吉∥著 誠文堂新光社 410.4 本館 

からだにおいしい野菜の便利帳 板木 利隆∥監修 高橋書店 498.5 本館 

今日から始める男の着物 泉二 弘明∥著 PHP研究所 593.8 本館 

作りおきでおいしいお弁当おかず  ブティック社 596.4 本館 

ここまでできる!ベランダでコンテナ菜園 淡野 一郎∥著 家の光協会 626.9 本館 

イメージでつかむ英語基本動詞 100 政村 秀實∥著 くろしお出版 835.5 本館 

失われた地図 恩田 陸∥著 KADOKAWA 913.6 本館 

本を守ろうとする猫の話 夏川 草介∥著 小学館 913.6 本館 

認知症予防におすすめ図書館利用術 結城 俊也∥著 日外アソシエーツ 015 分館 

まっぷる 秩父・奥多摩 2017  昭文社 291.34//17 分館 

ニッポン南極観測隊 小野 延雄∥編 丸善 402.97 分館 

外国語ができなくてもおもてなしできる! 大橋 美紀ほか∥著 自由国民社 837.8 分館 

ネコと昼寝 群 ようこ∥著 角川春樹事務所 913.6 分館 

～ 児童書 ～  

命の意味命のしるし 上橋 菜穂子∥著 講談社 910 本館 

はしれ!ぐるぐるやまのてせん もちだ あきとし∥ぶん しゃしん 小峰書店 686 本館 

これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の城 東日本編 これだけは知っておきたい教科書に

出てくる日本の城編集委員会∥編著 
汐文社 521 本館 

これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の城 西日本編 

クマですが、イヌです ダイアン フォックス∥作 光村教育図書 E-ｷ 本館 

ペンギンのこと キャスリン シル∥文 玉川大学出版部 E-ﾐﾄﾞ 本館 

宇宙からのことば 毛利 衛∥文 学研プラス 538 分館 

ジョージと秘密のメリッサ アレックス ジーノ∥作 偕成社 933/ｼﾞ 分館 

きんのつののしか 宮川 やすえ∥再話 復刊ドットコム E-ﾑﾗ 分館 

～ ＹＡ ～  

ぼくのとなりにきみ 小嶋 陽太郎∥著 ポプラ社 Y913.6 本館 

アポリア いとう みく∥作 童心社 Y913.6 本館 

101 人が選ぶ「とっておきの言葉」 河出書房新社∥編 河出書房新社 Y159     本館 

「悩み部」の平和と、その限界。 麻希 一樹∥著 学研プラス Y913 本館 

百年後、ぼくらはここにいないけど 長江 優子∥著 講談社 Y913 分館 

 

YA NEWS  
ヤングアダルト  ニュース 

 突然ですが、みなさんは春が好きですか？卒業式や入学式などが 
あり、人との出会いや別れが多い時期です。いろいろなことがあり 
すぎて、ちょっと気持ち的にも疲れちゃう時だと思います。 
 そんな時こそ、本を読んで気持ちをリフレッシュしてみませんか？ 
ＹＡ通信 2017 春号には、ＹＡ世代別ベストリーディングや本館、 
分館それぞれのオススメの一冊を紹介しているので、ＹＡ通信を参 
考にしてみてください。お気に入りの本にめぐり合えるかも！！ 
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E：絵本  Y：ヤングアダルトコーナー  

～ 春のおすすめ本 ～ 
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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 
【休館日】 
第 2・4 木曜日 
特別図書整理期間 
年末年始(12/28-1/4) 

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。  
※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。 
※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 

 
編集後記 暖かい日も増え、すっかり春の陽気になってきました。進級や進学、就職など新しい環境での生活がスタートした方も 
多いのではないでしょうか？和光市図書館でも、館長をはじめ職員の入れ替えなどがあり、新人が奮闘中です。利用者の皆様には温かい
目で見守っていただければ幸いです。今年度も、より便利で楽しい図書館づくりに励んでいきますので、よろしくお願いいたします。 

＜平成 2９年３月発行＞ 4/4 

○C 和光市 

和光市 

和光市 

和光市図書館 

（下新倉分館） 
和光市下新倉 5-21-1 
TEL: 048-452-6011 
FAX: 048-452-6012 

【開館時間】 
火～日 9:30～18:00 
【休館日】 
月曜日、第 4木曜日 
特別図書整理期間 
年末年始(12/28-1/4) 

※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。 

子どものための読書会 

（2/25実施）のご報告 本館 

今年度最後の第４回子どものため
の読書会が開催されました。 
今回のテーマは「鬼さん全員集

合！」と題して、新倉小の加嶋智恵子
先生が、やさしい鬼の話、ちょっと怖
い鬼の世界、節分の話など、たくさん
の本を紹介してくれました。 
最後にみんなで、折り紙の鬼を作

成しました。（名前も付けました
よ！） 
紹介した本は、児童展示コーナー

にありますので、ぜひご覧ください。 

 

【重要！】図書館のサービスが一部変更になります 

●休館日の変更について  

平成 29年 4月から休館日が祝日に当たった場合は開館し、翌日休館します。 

●視聴覚資料の貸出点数について 
平成 29年 4月からＣＤ・ＤＶＤ合わせて 3点になります。 

今まで これから（平成２９年 4 月～） 
ＣＤ２点・ＤＶＤ１点  ⇒ ＣＤ・ＤＶＤ合わせて 3 点 

 

●和光市図書館地域資料収集方針を定めました。 

和光市に関する資料を積極的に収集し、地域に関する資料の充実、地域情報の提供に力を入れていきます。 

ＹＡ講座「ストーリーを紡ごう！ 

～榎本秋先生のストーリー講座～」 

（3/20実施）のご報告 本館 
今回の講座は、講師 
に作家・ライターと 
してご活躍されてい 
る榎本秋先生をお招 
きし、座談会形式で 
和気あいあいとした 
雰囲気で行われました。 
参加者の自己紹介から榎本先生がど

んどん話を膨らませて下さいました。 
小説を書くには本をたくさん読むこ

とはもちろん勉強も大事で、いろいろな 
知識が小説を作るのに役立つことや、 
小説家として仕事を続けるためには才
能や努力だけではなく、常識やコミュニ
ケーション能力も必要なこと、小説のヒ
ントは日常生活にあることなど、技術だ
けでなく精神的な心構えについても教
えていただきました。 

また、小説家であり編集業にも携わ
る榎本先生だからこそ知っているちょ 

っとした裏話もたくさん！あっと 
いう間の一時間半でした。 

市民図書館講座  

「初心者のための農業座談会」 

（2/2８実施）のご報告 本館 

市民図書館講座は、団塊の世代の
方々向けに、農業や家庭菜園等に興
味を持ってもらおうと思い、企画い
たしました。 
今回は、市内の農家さんを講師と

して招き、講師の先生を囲んで、普
段、農業や家庭菜園について疑問に
思っていることをぶつけてもらい、
それに講師の先生が答えるという座
談会形式で行いました。  
途中から職員も参加して、和気あい
あいとした座談会となりました。 
参加者の方から「参考になるお話

がたくさんありました」「知らないこ
とばかりでした」など、ご意見を頂
きました。 

 

下新倉分館所蔵雑誌が一部変更になります 
平成 29 年 3 月で 21 誌が受入れ休止となり、4 月より新規に 3 誌が受入れ開始となります。ご迷惑をおかけ
いたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。詳細は館内ポスターやホームページをご覧ください。 


