
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Library News 10 
図書館だより 

和光市図書館 

「追悼 ～2015 年に亡くなられた方々を偲んで～」（一般書） 

  

 

 

 

 

「いろはにほへと」 

今江 祥智・文 長谷川 義史・絵 ＜分類：Ｅ-アカ＞ 

絵本、童話、小説、エッセイ、翻訳など幅広いジャンルで活躍して 

いた今江
い ま え

祥
よし

智
とも

氏。昔話の再話も多数出版されています。 

今回ご紹介する「いろはにほへと」は、日本絵本賞受賞作品です。 

初めて習った文字「いろはにほへと」をつぶやきながら、かっちゃんが

歩いていくと・・・。テンポの良いリズムにのせて、「いろはにほへと」

はどこにたどりついたでしょうか？ 

 

今月のテーマ 
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。 
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「異界からのサイン」 

松谷 みよ子・著 ＜分類：388.1＞ 

今年亡くなられた児童文学の巨匠・松谷みよ子さんは、民話研究もされて 

いました。松谷さんの元に集まった、ひとを越えた、はるかな宇宙から届け

られた様々なサインが収録されています。現実的ではないけれど、人々に 

自然と受け入れられてきた神秘的で不思議なお話の数々。皆さんも体験され

たことがあるかもしれません。「民話」といって構える必要はありません。

ぜひ空の上の身近な人に想いを馳せて、そっと本を開いてみてください。 

「追悼 ～2015 年に亡くなられた方々を偲んで～」（児童書） 

～     」（） 

平成 27年 12月号 

2015 年も終わりに差しかかりました。今年惜しくも亡くなられた作家や 

著名人に関する本を集めました。故人に想いを馳せましょう。 

 

○C 和光市 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YA 講座「ANIME QUEST」20 日(日) ★ 

時 間：13:00～14:40  
対象者：市内在住中高生（定員 先着 15 名） 
講 師：小幡公春先生（アニメーター） 
 かつて東映アニメーションにてアニメーターとして活躍。「セーラームーン」な

どの原画、「ダイの大冒険」などで作画監督などを歴任。最近では「たまごっち！」

などの作画監督、「妖怪ウォッチ」「NARUTO」などの原画等、数多くのアニメ

作画業務に携わる。東京国際アニメーションフェア・アニメアワード審査員。 

テーマ：ANIME QUEST-小幡先生に学ぶアニメ学- 
内 容：実技（実際に絵を描く）や先生のお話、質疑応答など 
申込方法：12 月 1 日（火）～12 月 11 日（金）にお電話 

又はメール（h0301@city.wako.lg.jp）で 

※メールの場合、タイトルを【市民図書館講座申込】として、本文に 
【氏名・学校名・学年・クラス】を記載してください。 

    12 月イベントカレンダー 
12 月の休館日：10 日（木）、28 日（月）～1 月 4 日（月）      

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 1/1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

 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  ワンダフルテイル  子どものための読書会  今月の特別なｲﾍﾞﾝﾄ   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵本とお話の会 5 日・12 日・1 月 9 日 
(すべて土) 

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。 

絵本、大型絵本の読み聞かせや素ばなしなどを行います。 
くわしい内容はホームページをご覧ください。 

 

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 7 日(月) ★ 

時 間：①10:30～11:00 
②11:30～12:00 

対象者：平成 2７年 7 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しています） 

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 

＜休館日＞ 

和光絵本とお話の会 

あゆみの会 はじめのいっぽ♪ 

子どものための読書会 5 日(土) ★ 

時 間：10:30～11:30 
対象者：市内在住小学生（定員 30 名） 
お話してくれる人：加嶋智恵子先生（新倉小学校教諭） 
テーマ：「季節は冬 雪の日の出来事」 
申込方法：11 月 20 日(金)10:00 から窓口又はお電話で 

○C 和光市 

赤ちゃんタイム 3 日（木）、1 月 7 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 

＜-----------------------------------------休館日-----------------------------------------＞ 

＜----------休館日----------＞ 

クリスマスおはなし会 19 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 
※各時間帯 30 分ほど 

本物のもみの木の下で、絵本や素ばなし、劇、 
パネルシアターなどを楽しみましょう♪ 
 
 

Wonderful Tale(ﾜﾝﾀﾞﾌﾙﾃｲﾙ) 13 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？ ワンダークラブ 

時 間：13:30～15:00（13:20 開場） 
対象者：子どもから大人まで先着 30 名 
テーマ：DVD「わがまち和光の誇り 児童文学者 大石 真」、 

16 ミリフィルムの大石真作「チョコレート戦争」を 
上映します。郷土の偉人、児童文学者・大石真の世界を
知り、作品を鑑賞してみませんか。 
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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 ～ 

ネット社会と忘れられる権利 奥田 喜道∥編著 現代人文社 Ｉ007.3 

小学生の考える力を伸ばす「国算社理」の 1000 冊 白井 文子∥著 小学館 Ｃ019.5 

ネオ・チャイナ エヴァン オズノス∥著 白水社 302.22 

日韓 悲劇の深層 西尾 幹二∥著 祥伝社 319.21 

法人税申告書の作成 柴田 知央∥著 清文社 Ｚ336.98 

地球を突き動かす超巨大火山 佐野 貴司∥著 講談社 453.8 

胃を切った人のおいしい回復レシピ 300 主婦の友社∥編 主婦の友社 Ｍ493.45 

気仙沼ニッティング物語 御手洗 瑞子∥著 新潮社 589.21 

だから、生きる。 つんく♂∥著 新潮社 Ｍ767.8 

秋葉原先留交番ゆうれい付き 西條 奈加∥著 KADOKAWA 913.6 

右大臣実朝 上・下 太宰 治∥著 ゴマブックス L913.6//1-2 

立身の陰 上田 秀人∥[著] 幻冬舎 Ｂ913.6 

吉村昭昭和の戦争 １・２ 吉村 昭∥著 新潮社 913.68//1-2 

悲しみのイレーヌ ピエール ルメートル∥著 文藝春秋 Ｂ953 ﾙ 

戦場のコックたち 深緑 野分∥著 東京創元社 913.6 

～ 児童書 ～ 

ぽんちんぱん 柿木原 政広∥作 福音館書店 E-ﾁﾔ 

先生、しゅくだいわすれました 山本 悦子∥作 童心社 913 

すいぞく館 さかなクン∥作 小学館 481 

声に出して読みたい小中学生にもわかる日本国憲法 齋藤 孝∥著 岩崎書店 323 

稲と日本人 甲斐 信枝∥さく 福音館書店 616 

ほしをひろった?ムーミントロール トーベ ヤンソン∥原作 絵 徳間書店 E-ｷ 

骨のひみつ 坂井 建雄∥監修 PHP 研究所 491 

夢へ翔けて ミケーラ デプリンス∥著 ポプラ社 769 

本のことがわかる本 ３ 稲葉 茂勝∥文 ミネルヴァ書房 020//3 

まど・みちお全詩集 続 まど みちお∥著 理論社 911//2 

    ～ ヤングアダルト ～ 

本屋って何? 稲葉 茂勝∥文 ミネルヴァ書房 Ｙ024 

ぼくたちは戦場で育った ヤスミンコ ハリロビッチ∥編著 集英社インターナショナル Ｙ239.3 

16 歳から知るオリンピックの軌跡 清水 ひろし∥著 彩流社 Ｙ780.69 

発信力の育てかた 外岡 秀俊∥著 河出書房新社 Y002 

いじめレジスタンス 黒野 伸一∥作 理論社 Y913 

 

～冬休みおすすめの本～ YA NEWS  
ヤングアダルト  ニュース 

冬休みももう間近！！みんなは何をして過ごしますか？ 

寒さに負けず外で遊ぶ？暖かい部屋でゲームしちゃう？ 

楽しいことがたくさん待っている冬休みだけど、遊ぶのに 

疲れたら、本を読んでみませんか？冬休みにみんなに読んで 

欲しい本を紹介します。詳細はＹＡ通信冬号で☆ 
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Z：ビジネスコーナー I：情報コーナー 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 



 

 

 

  

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～ 

年末年始の休館に関するお知らせ 

年末年始は、図書館（本館）及び公民館図書室の利用方法が変更になります。
また、資料返却のためのブックポストについては、利用できない期間があります
ので、ご留意ください。ご不便をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。 

＜休館期間＞ 

 本 館 １２月２８日（月）～１月４日（月） 

 公民館 １２月２９日（火）～１月３日（日） 

＜貸出期間の変更＞ 

 １２月１４日（月）貸出分…返却日１月５日（火） 

１２月１５日（火）～１２月２７日（日）貸出分…３週間 

＜予約資料の受取り期間の変更＞ 

 １２月２１日（月）に連絡があった場合…１月５日（火）まで受取り可 

 １２月２２日（火）～１２月２７日（日）に連絡があった場合…受取り期間は２週間 

※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。 

＜編集後記＞2015 年ももうすぐ終わりです。皆さまにとってどんな１年だったでしょうか？新しい年はどんな 1 年にしたいですか？ 

2015 年和光市図書館は皆さまのご期待にどれくらい応えられたでしょうか。職員一人一人でよく考え、新しい年も、より利用しやすい 

図書館づくりに励みますので、どうぞよろしくお願いいたします。皆さま、良き年をお迎えください。平成 27 年１１月２５日発行 

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 http://www1.wakolib.jp/opac/wopc/pc/mSrv 
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「図書館まつり ～実りの秋 図書館で笑いの収穫祭～」レポート（10 月 24 日、25 日実施） 

「読書嫌い集まれ！（本選びのお手伝い）」 
レポート（11 月 14 日実施） 

会場には、小学校低学年向けの易しい本から、高学年向け
の読みごたえのある本まで、図書館がおすすめする本の展示
を行いました。来場者の中には読書が好きな子もいましたが、
読書が苦手な子にも、レファレンスブックを使い、一緒に興
味のあるジャンルの本を探したり、実際に手に取って読んで
いただいたりし、本に親しんでいただきました。天候はあい
にくの雨でしたが、ご来場いただきありがとうございました。 

「凧づくり講座」レポート（11 月 21 日実施） 

図書館まつり 1 日目は、和光市在住の落語家・柳家緑太氏をお招きし、落語を開催いたしました。約 70 名の方が来館され、たくさんの笑いに 
包まれました。色々な年齢層の方に楽しんでいただき、大盛況のうちに終えることができました。 

2 日目は館内各所で様々な催しを行い、たくさんの方に図書館で過ごしていただきました。ボランティア団体のみなさんや図書館サポーターの 
みなさんのご協力により、「楽しかったね、また来年もきたいね」という子どもの声を聞いたり、参加された方の笑顔をたくさん見ることができた、
うれしい 1 日でした。来年の「図書館まつり」も是非ご参加ください。 

柳家緑太氏による落語 

和光絵本とお話の会 

ひまわり倶楽部 ワンダークラブ 

和光布絵本の会ゆりかご 

影絵サークルぺんぎん 

写真展示 

【年末年始】ブックポストが利用できない期間 

本  館 12/27(日)18:00～1/5(火)9:30 

公 民 館 12/28(月)21:30～1/4(月)8:30 

コミュニティセンター 

・総合福祉会館 
12/28(月)21:30～1/4(月) 9:00 

駅南口自転車駐車場 12/27(日)13:00～1/5(火)13:00 

市役所・駅北口土地  

区画整理事務所  
12/28(月)17:15～1/4(月) 8:30 

 

公民館の利用など、 

詳細については図書館

ＨＰや館内掲示をご覧

ください。 

和光市ゆかりの、絵本作家であり、凧研究家である、新坂 
和男氏の和紙を使った創作凧を作る
講座を開催しました。講師の阿部先生 
ご指導のもと凧を作成し、実際に 
図書館テラスで凧揚げをしました。 
子ども達の絵はどの絵も個性的で、 
カラフルな凧が仕上がりました。
「簡単に作れるのに、よくあがって
楽しい」言う感想を頂きました。 


