
図書館下新倉分館 
主催のイベント 
●バルーン配付 

●子ども向けおはなし会 

●雑誌の付録のくじ引きなど 
 
児童館・学童クラブ 
主催のイベント 
●マジックショー ●戦隊ショー 
●駄菓子（学童クラブ）など 

   

 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、分館は入口前に展示しています。 

「新生活スタート！」（一般書） 

『夢をかなえる時間術』 
伊藤 真∥著＜分類：159＞ 
人生とは「時間の積み重ね」そのもの。

たとえば、試験までの時間は、全員が同 

じ。その「時間」をどう使ったかが、試験

結果に表れ、そして人生に表れるのです。  

本書では、司法試験界の「カリスマ塾長」

として名高い「伊藤塾」塾長の伊藤真氏が

実践してきた、時間のとらえ方・使い方か

ら、具体的なプランニングや手帳術といっ

た具体的なノウハウまで、「理想の未来」

を引き寄せる方法のすべてを紹介してい

ます。 
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「家の中でも楽しい時間を過ごそう！」（児童書） 

 

 

急に学校がお休みになってしまい、今日は家でなにをしようかな…と思っているあなたに

とっておきの本を紹介します。家の中でも楽しめることはたくさんありますよ！ 

『けん玉の技１２３』日本けん玉協会∥著＜分類：798＞ 

けん玉には１０００以上の技があると言われています。この本を読むと、けん玉の持ち方や姿勢といった

基本から、けん玉の歴史までたくさんのことを知ることができます。もちろん、たくさんのけん玉の技がイ

ラストで分かりやすく描かれているので、家にけん玉があるという人はぜひチャレンジしてみてください。 

本館 分館 

４月 
2020 

○c 和光市 

和光市 

４月は始まりの季節。新生活が始まる方や、何か新しいことを始めようと思っている方も多いのではな

いでしょうか。あなたのやる気スイッチを押してくれる本が見つかるよう、おすすめの本を紹介します。 

 

分館 本館 

『入社 1年目のお金の教科書』 
田口 智隆∥著＜分類：159＞ 
 初めてもらう初任給、あなたはどんな使

い方をしますか？両親への感謝のプレゼ

ント、自分へのご褒美、それから・・・？ 

入社 1年目からのお金の使い方、習慣がそ

の後の人生に大きな差を生みます。本書は

学校では教えてくれなかったお金との付

き合い方を、貯める、使う、増やすの視点

から分かりやすく解説、税や保険の仕組み

も解説しています。社会人 1年目の方にお

すすめの 1冊です。 

 

 

 

【下新倉児童館・下新倉学童クラブ・図書館下新倉分館共催】 

第４回 

 
ふれあいまつり 

 ３月から、分館内に「ひと

ハコ図書館※」ができました。

小さな箱を、小さな図書館に

見立てて、市内で活躍する人

やグループが「館長」になり、

おすすめの本や、活動情報を

ご紹介します。 

第１回の内容は… 

※ 一箱（ひとはこ）で展示することと、人（ひと）とハコ（図書館）

をつなぐ場に！という想いを込めて名付けました。 

館長：ＮＰＯ法人わこう子育てネットワーク 

テーマ：子育てで困ったときに読みたい本 

４月下旬まで展示しています。ぜひ、見に来て

ください。ひとハコ館長は随時募集中です。詳し

くは、分館までお問い合わせください。 

館長になりたい人またはグループも募集中で

す。詳細は分館にお問い合わせください。 

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、予定されている
イベントが中止になる可能性があります。 
詳細は、各施設にあるポスターや、チラシでご確認ください。 

始まりました！ 

「みんなの ひとハコ図書館」 



あかちゃんと一緒に図書館に遊びに来ませんか？ 

図書館では、あかちゃんと家族が一緒に楽しめるイベントを行っています。 

◆ブックスタート：【本館】毎月開催 【分館】5・7・10・12・2月の第 4 火曜日 

◆あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた：【本館】毎月第 3 金曜日 【分館】４・６・９・１１・１・３月の第 4 金曜日 

◆あかちゃんタイム：【本館】毎月第 1 木曜日 【分館】毎月第 2 金曜日 

年間スケジュールは、館内で配布中のチラシや、図書館だより、図書館ホームページでご確認ください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ブックスタート ★

時間：10:30～11:00 11:30～12:00 
対象：令和元年 11 月生まれの赤ちゃんと保護者 
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、メールで 
備考：新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本の 
   お渡しのみになる場合があります。ご了承下さい。 

あかちゃんタイム 2 日(木) 

時間：10:30～11:30 場所：キッズルーム 
対象：乳幼児と保護者 

出入り自由です。お気軽に遊びに来てください。 

s 

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   

 ブックスタート  あかちゃんタイム 

  あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた 

 絵本とおはなしの会／土曜えほんタイム 
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※場所の表記がない場合は、本館は「会議室」で、分館は「会議室２」で行います。 ★印のあるものは要予約です。 

下新倉分館イベントカレンダー 

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   

 絵本とおはなしの会  ひまわりおはなし会             

 あかちゃんタイム   

 あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた 

 今月の特別なイベント 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵本とおはなしの会/土曜えほんタイム 
 4 日・11 日・18 日・25 日（全て土曜日） 

時間・対象：①11:00～2 歳から 
②14:00～４歳から 

場所：キッズルーム 

時間：①10:30～11:00 ②11:15～11:45 
対象：6 か月～2 歳の子と保護者 

わらべうたを楽しんだり、絵本の読み聞かせなどを
します。①と②は同じ内容で、完全入替制です。 

時間：11:15～11:45  
場所：キッズスペース 対象：幼児から小学校低学年 

本館 分館 

＜休館日＞ 

ひまわりおはなし会 15 日(水) 

時間：16:00～16:30  
場所：キッズスペース 対象：小学生 

 時間：11:00～11:30  
場所：キッズスペース 対象：乳幼児と保護者 

 

下新倉分館イベントカレンダー 

だーダ 

本館イベントカレンダー 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ ＜休館日＞ ＜休館日＞ 

＜休館日＞ ＜休館日＞ 

時間：11:00～11:30 
対象：6 か月～2 歳の子と保護者 

 
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、本館･分館で予定されているイベントが、中止になる場合があります。 

イベントの中止は、図書館ホームページでお知らせしますので、ご確認ください。 

ふれあいまつり 29 日(水・祝) 

毎年恒例の、下新倉児童館・下新倉学童クラブ・図書
館下新倉分館の共催による「ふれあいまつり」を行い
ます。詳細は 1 ページ目を 
ご覧ください。 

和光市 

イメージキャラクター 

わこうっち 
和光市社会福祉協議会 

マスコットキャラクター わしゃもん 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 ～  

本を売る技術 矢部 潤子∥著 本の雑誌社 024 本館 

御朱印でめぐる秩父の寺社 『地球の歩き方』編集室∥著 ダイヤモンド・ビッグ社 186.91 本館 

軍師千利休 加治 将一∥著 祥伝社 210.48 本館 

スロヴェニアを知るための 60 章 柴 宜弘∥編著 明石書店 302.39 本館 

身のまわりのすごい「しくみ」大百科 涌井 良幸∥著 KADOKAWA 404 本館 

子どもも喜ぶ 10分出汁ごはん 伏木 暢顕∥著 小学館 596  本館 

オリンピック競技おもしろ大全 雑学総研∥著 KADOKAWA 780.69 本館 

ライオンのおやつ 小川 糸∥著 ポプラ社 913.6 本館 

しあわせ歯ならびのつくり方 浅川 幸子∥著 時事通信出版局 C497.7 本館 

10歳でもわかる伝え方の授業 苅野 進∥著 WAVE 出版 Z336.49 本館 

図書館魔女は不眠症 大島 真理∥著 郵研社 010.4 分館 

「かわいい」の世界 サイモン メイ∥著 青土社 104 分館 

「江戸大地震之図」を読む 杉森 玲子∥著 KADOKAWA 210.58 分館 

同僚は宇宙人 野澤 幸司∥著 小学館 361.84 分館 

追悼、モンキー・パンチ。 双葉社∥編 双葉社 726.10 分館 

～ 児童書 ～  

昭和の子どもとお店屋さん 高部 晴市∥作 佼成出版社 384 本館 

ミシンなしでかんたん!かわいい手芸どうぶつ 1・2  C R K design∥著 理論社 594 本館 

アートのなかでかくれんぼ２ ニコラス ピロー∥作 フレーベル館 708 本館 

TOKYO 忍者ロードマップ 堀田 けい∥文 子どもの未来社 789 本館 

なまこのぽんぽん 内田 麟太郎∥著 銀の鈴社 911 本館 

きょうからほいくえん エヴァ モンタナーリ∥作 岩崎書店 Ｅｷ 本館 

こねこがにゃあ ひろの たかこ∥作 福音館書店 Ｅﾁﾔ 本館 

お札に描かれる偉人たち 楠木 誠一郎∥著 講談社 281 分館 

micro:bit ゲームプログラミング 橋山 牧人∥著 翔泳社 798 分館 

図書館からの冒険 岡田 淳∥作 偕成社 913 分館 

～ ＹＡ ～  

しくじりから学ぶ 13歳からのスマホルール 島袋 コウ∥著 旬報社 Y 007.3 本館 

歴史とは靴である 磯田 道史∥著 講談社 Y 210.04 本館 

この素晴らしい世界に祝福を!よりみち! 暁 なつめ∥著 KADOKAWA Y 913.6 本館 

巴里マカロンの謎 米澤 穂信∥著 東京創元社 Y 913.6 本館 

ゴミ清掃員の日常 滝沢 秀一∥原作・構成 講談社 Y 518.54 分館 
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I：情報コーナー Ｚ：ビジネスコーナー Ｍ：医療コーナー Ｌ：大活字本コーナー Ｃ：子育て支援コーナー Ｂ：文庫コーナー 
Y：ヤングアダルトコーナー E：絵本 O：大型絵本コーナー S：新書コーナー（分館） C：紙芝居コーナー Ｆ：洋書  

 

進級、進学おめでとうございます！ 

和光市図書館が発行している「YA 通信 2020 年春号」では、 

図書館の新着 CD、昨年中高生の皆さんに多く読まれた本や、 

新学年を迎える皆さんへのおすすめ本を掲載しています。 

YA 通信、ぜひ手に取って読んでみてくださいね！ 

春を迎える YA（中高生）の皆様へ 



 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

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～ 

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。 

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/土曜日 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 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 
※予約取り置き期間最終日の受け取りは 17:00 まで 

 
◆ホームページ https://www.wakolib.jp ※1月 24日から新しいアドレスに変わりました。ブックマークされていた方は、再度ブックマークをお願いします。 

あど 
編集後記 三月の卒業シーズンに、ふと、小学校の卒業祝いに担任の先生が生徒全員にくださった「小さき者へ・生れ出づる悩み」（新潮社）のことを思
い出しました。有島武郎の文章や小説の内容は、小学 6 年生の子どもが読むにはとても難しく、当時の先生の気持ちをその時には十分に理解することが

できませんでした。卒業して何十年もたった今、その時に手にした本を覚えていて、また手に取る機会が巡ってきました。今が先生からの熱いメッセージ
が伝わる時なのかもしれません。春は別れと出会いの季節です。どちらも大切な時間を大事に過ごしたいと思います。＜令和２年４月号＞ 
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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) 

○c 和光市 

和光市 

和光市 

新しいＤＶＤが 45 点入りました！ 
タイトルの一部をご紹介します 
★映画：「日日是好日」「万引き家族」「羊と鋼の森」「火花」 

「ボヘミアン・ラプソディー」「グリーンブック」「８ １/２」 

「躍んで埼玉」「クリスマスキャロル」「赤毛のアン」 

★アニメーション：「未来のミライ」「聲の形」「伏」 

「ざんねんないきもの事典」「モアナと伝説の海」 

「ムーミン パパの青春」「ルドルフとイッパイアッテナ」 

★その他：「手話でつなごう心と心」「動物の赤ちゃん」 

「巨大昆虫はなぜ絶滅したのか」 

「Aloha! Hula Dance」「グリーンアース」 

「これが恐竜王国ニッポンだ！」 

貸出中の時は予約ができます。ぜひ、ご利用ください。 

本館 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため図書館
サービスを一部休止しました 

3 月２日（月）から３月２２日（日）の間、新型コロナウイル
ス感染の拡大防止のため、長時間の滞在に繋がる図書館サービス
につきまして、一部休止させていただきました。 
イベントの中止、座席の利用ができない、新聞及び最新号の雑

誌の閲覧ができないなど、大変ご不便をお掛けいたしまして申し
訳ありませんでした。なお、資料の貸出につきましては、通常時
とあまり変わらず、たくさんの方にご利用いただくことができま
した。ご自宅で読書、音楽鑑賞、ＤＶＤ鑑賞をお楽しみいただけ
ましたら幸いです。 
３月２３日（月）からは、新聞及び雑誌の最新号の閲覧制限は

解除いたしましたが、閲覧席は一部のみの利用とし、長時間の利
用をご遠慮いただいております。引き続き、ご不便をお掛けいた
しますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

団体貸出についてのお知らせ 
和光市図書館では年に２回（4 月・8 月）市内小中学校の

各学級へ 50 冊～100 冊本の貸出を行っています。学校の

ほか、保育園、子育て世代包括支援センター、その他市内の

多数施設にも貸出を行っており、1 回の貸出冊数は合計 2 万

冊以上になります。貸し出す本は、毎回状態を確認し、整備

しています。昨年度は新しく 944 冊購入 

しました。 

今後も、子どもたちがより多くの本に 

触れる機会がつくれるように取り組んで 

いきたいと思います。 

本・雑誌のリサイクル（3/15 実施）の 
ご報告 
前日は雪が降り、当日も風が強く寒い中でしたが、たくさんの

方に参加していただきました。新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、通常とは異なる形での開催となりましたが、毎回楽しみ

にされている方が多く、参加者は 70 名を超え、たくさんのリサ

イクル本を持ち帰っていただきました。学校が臨時休校中という

こともあり、この機会に読もうという家族も多かった様子でし

た。これからもリサイクルを楽しみにしていてください。 

 

ぶっくわーるど「ネズミさん 大かつやく」 
特別展示のご報告 

3 月 7 日（土）に開催予定だった、ぶっく 

わーるど「ネズミさん大かつやく」は、新型コ 

ロナウィルス感染拡大防止のため、残念ながら 

中止になりましたが、加嶋智恵子先生が紹介す 

る予定だった本や、図書館が薦めたい、いろい 

ろなネズミさんが活躍する本を集めて、館内展 

示によるぶっくわーるどを行いました。 

ＰＯＰで紹介「みんなのオススメ本・ 
音楽・映画」を大募集中です！ 
２月２７日から、利用者の皆さんに 

書いていただいたオススメＰＯＰを、 

館内に展示しています。 

「この本が好きだ！」という熱い想 

いがＰＯＰを通して伝わり、本を借り 

ていかれる方が多く、嬉しい限りです。この企画は７月まで行

う予定です。あなたのオススメ、お待ちしています！ 

 


