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「若い人に贈る 読書のすすめ 2016」（一般書） 

 

『雪の結晶ノート』マーク カッシーノ/ジョン ネルソン・作 ＜分類
ぶんるい

：E -ﾐﾄﾞ＞ 

 マーク カッシーノ／ジョン ネルソン 作
さく

 千葉
ち ば

 茂樹
し げ き

 訳
やく

  

あすなろ書房
しょぼう

 ２００９年
ねん

発行
はっこう

 分類
ぶんるい

 E -ﾐﾄﾞ  

 

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。 

1/4 

『哲学用語図鑑』田中 正人・著/斎藤 哲也・編集 監修 ＜分類：１３０＞ 

「冬休みにおすすめする本」（児童書） 

みなさんは、雪の結晶って見たことがありますか？とても小さいので肉眼で見ること

は難しいかもしれません。結晶は「ちり」から生まれ、雲の中を通りながらだんだんと 

大きくなっていきます。雲から出るとそこで成長は止まってしまい、下へと落ちていき

ます。きれいな星印のような形だったり、板のようなものや柱のようなものなど様ざま

な形をしています。また、少し欠けているものやいくつかの結晶がくっついたりして 

いるものもあって全く同じ形のものはありません！本の最後には結晶の観察方法も載っ

ているので、今年の冬は雪が降ったらぜひ観察してみてはいかがでしょうか。 

「哲学は難しい」というイメージを持っていませんか？この本は、「図（イラスト）」

をまじえて解説してくれるので、苦手意識もなく楽しく読み進めることができます。 

これから哲学を勉強する人にも、苦手な人にも読んでいただきたい一冊です。 

 

1月 
平成 28 年 

「読書週間」「こどもの読書週間」を主催する“読書推進運動協議会“が選定した本を紹

介します。～成人・卒業―新たな一歩を踏み出したあなたに～ 

冬休みにおすすめする本を学年別に選びました。ぜひ読んでみてください。 

 

今月のテーマ 

2 月 1 日(月)～2 月 5 日(金)は 

蔵書点検のため休館となります 
2 月 1 日（月）～2 月 5 日（金）は蔵書点検のため休館となり、以下のとおり変更になります。 

貸 出 期 間 

貸出日から 3 週間 

〔1 月 18 日（月）～1 月 31 日（日）の貸出分のみ〕 

公民館で借りた資料 返却日：2 月 21 日（日） 

〔1 月 30 日（土）午後 5 時～2 月 5 日（土）に公民館で借りた資料のみ〕 

予約資料の 

受取り期間 

連絡のあった日から 2 週間 

〔１月２５日（月）～１月３１日（日）の連絡分のみ〕 

＜臨時の新聞閲覧場所＞ 本館休館のため、臨時の新聞閲覧場所を中央公民館に設けます。 

◆期間：2 月１日（月）午後 1 時～2 月５日（金）午後 5 時まで 

◆場所：中央公民館ロビー 

◆閲覧できる新聞：朝刊のみ 8 紙 ①朝日新聞 ②読売新聞 ③毎日新聞 ④日本経済新聞 

⑤産経新聞 ⑥東京新聞 ⑦日刊スポーツ ⑧スポーツ報知 

 

○C 和光市 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 月イベントカレンダー 

1 月の休館日：1 日（金）～4 日（月）、31 日（日）～2/5（金） 

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 2/1 2 3 4 5 6 

 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  本と雑誌のリサイクル 

 今月の特別なイベント 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵本とおはなしの会 9 日・16 日・23 日・30 日・ 
2 月 6 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。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。（23 日(土)は 14 時～会議室で世界おはなしめぐりです） 

 

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 18 日(月)★ 

時 間：①10:30～11:00 ②11:30～12:00 
対象者：平成 2７年 8 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 
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--＜休館日＞-

- 

和光絵本と 
お話の会 

あゆみの会 

赤ちゃんタイム 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。 

市民図書館講座「これからの図書館の可能性」 
 28 日(木)★ 

時 間：13:00～14:30 
対象者：市内在住者 20 名 
講 師：内野 安彦 氏（大学講師・元塩尻市立図書館長） 
内 容：今の時代に図書館にできることについて等、実践紹介を

交えての講義をしていただきます。 
申込方法：1 月 7 日(木)10 時から窓口又はお電話、メールで 
 

ひまわり倶楽部 

--------------＜休館日＞------------

-- 

本と雑誌のリサイクル 24 日(日) 
時 間：9:40～11:30 
除籍した本や雑誌を 1 人 10 冊まで無料で差し上げます。 

 

世界おはなしめぐり 23 日(土) 
時 間：14:00～14:30  
対象者： 6 才くらいの子どもから大人まで 

「みなさんは“素ばなし”を知っていますか？」 
物語を丸ごとおぼえて、本やメモを見ずにお話する 
ことです。聞く人は想像力をめぐらせ、お話の 
世界に自然に入っていけます。今回は日本や外国に 
昔から伝わるお話を素ばなしで楽しんでいただけます。 

--＜休館日＞-

- 

第 1 回は、毎週土曜日に図書館のキッズルーム
で「絵本とおはなしの会」を行って頂いている 
『和光絵本とお話の会』さんをご紹介します。 
『和光絵本とお話の会』さんは、毎週のお話会の

ほか、「図書館まつり」「子どもの集い」「世界おは
なしめぐり」「七夕おはなし会」「クリスマスおは
なし会」など、図書館で特別なお話会をたくさんし
て頂いています。保育園や小学校での読み聞かせ
なども行っているので、図書館以外の場所でもそ
のご活躍をご覧になったことがある方も多いので
はないでしょうか？ 
創立は昭和 59 年で、おととし創立 30 周年を

迎えられた歴史ある団体で、現在は 18 名で活動
されています。長年の素晴らしい活動が評価され
て、平成 26 年には子どもの読書活動優秀実践 
団体として文部科学大臣表彰されました。 
現在会員を募集されていますので、絵本の読み 

聞かせなどに興味のある方は、ぜひ図書館まで 
ご連絡ください。 
 １月２３日(土)は、「世界おはなしめぐり」があ
りますので、ぜひ遊びに来てくださいね！ 

第 1回「和光絵本とお話の会」 

和光絵本と 

お話の会 

＜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！ 

 

あけまして 
おめでとうございます 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

～ 一般書 ～ 

「領土」の世界史 八幡 和郎∥著 祥伝社 204 

真田幸村逆転の決断術 野中 根太郎∥著 誠文堂新光社 289.1/ｻ 

平成 27 年改正個人情報保護法のしくみ 日置 巴美∥著 商事法務 316.1 

どうなるどうする自治体マイナンバー対応 大山 水帆∥著 ぎょうせい 318.5 

ムーミンのあみぐるみ ラウラ フォン ノーリング∥著  日本ヴォーグ社 594.3 

音とことばのふしぎな世界 川原 繁人∥著 岩波書店 801.1 

英米児童文学の黄金時代 桂 宥子∥編著 ミネルヴァ書房 909.3 

杉下右京の多忙な休日 碇 卯人∥著 朝日新聞出版 913.6 

Killers 上・下 堂場 瞬一∥著 講談社 913.6 

図書室で暮らしたい 辻村 深月∥著 講談社 914.6 

紅葉する老年 武藤 洋二∥著 みすず書房 980.28/ﾑ 

忙しいママでもラクラク作れる子どもが喜ぶお弁当 阪下 千恵∥著 辰巳出版 C596.4 

今すぐ使えるかんたん Excel 2016 技術評論社編集部∥著 技術評論社 I007.6 

脳卒中、心筋梗塞、突然死を防ぐ 101 のワザ 『健康』編集部∥編 主婦の友インフォス情報社 M493.24 

最新パート・派遣・請負をめぐる法律知識 木島 康雄∥監修 三修社 Z336.4 

～ 児童書 ～ 

明日をつくる十歳のきみへ 日野原 重明∥著 冨山房インターナショナル 159 

世界一おもしろい数の本 カリーナ ルアール∥文 ポプラ社 410 

お昼の放送の時間です 乗松 葉子∥作 ポプラ社 913 

浮き橋のそばのタンムー 彭 学軍∥著 ポプラ社 923/ﾊﾟ 

スモーキー山脈からの手紙 バーバラ オコーナー∥作 評論社 933/ｵ 

オオサンショウウオみつけたよ にしかわ かんと∥ぶん 福音館書店 E 

飛行士と星の王子さま ピーター シス∥文 絵 徳間書店 E 

金のおさら バーナデット ワッツ∥作 BL 出版 E-ｷ 

おはよう!しゅうしゅうしゃ 竹下 文子∥作 偕成社 E-ｷﾐ 

ジンベエザメのはこびかた 松橋 利光∥写真 ほるぷ出版 E-ﾐﾄﾞ 

～ ＹＡ ～ 

10 代からの哲学図鑑 マーカス ウィークス∥著 三省堂 Y100 

サンタクロース物語 ジョゼフ A.マカラー∥著 原書房 Y198.22 

今すぐ読みたい!10 代のための YA ブックガイド 150! 金原 瑞人∥監修 ポプラ社 Y019 

超入門!現代文学理論講座 蓼沼 正美∥著 筑摩書房 Y901 

死神うどんカフェ 1 号店 ６杯目 石川 宏千花∥著 講談社 Y913//6 

 

～１２月２０日（日）ＹＡ講座当日の様子～              

～ 

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 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 

「ANIME QUEST～小幡先生に学ぶアニメ学～」 

当日の受講者は 11 名でした。 

＜受講者の感想＞ 

「アニメを作る流れ、体の描き方など、ふだんの生活では伺えない

貴重なお話をたくさんきけてよかったです。 

質問もさせていただきありがとうございました。」 

「顔や全体の描き方を詳しく知れて良かったです。」 

受講者のみなさん、感想ありがとうございました！ 

当日の様子は、次のページのレポートや図書館ＨＰ 

にも掲載しているので、そちらもどうぞ！ 

 ○C 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～ 

＜編集後記＞◎図書館だより 1 月号発行日はクリスマス当日。今年も館内に飾られた本物のもみの木のクリスマスツリーは迫力満点で大人にも子どもにも大好評でした。この

もみの木は、毎年株式会社新倉造園土木様のご好意でお借りしているものです。この場を借りてあらためて御礼申し上げます。◎図書館だよりのニューアル発行から丸 1 年が

経ちました、今回から紙面レイアウトを変えて情報量をアップさせました。ご意見やご感想がありましたら、ぜひお聞かせください。     平成 27 年１２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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図書館シネマ<図書館サポーター企画> 
「郷土の偉人・児童文学者 

大石真を知ろう」レポート 
（12 月 6 日実施） 

図書の寄贈に伴う贈呈式が行われました 
市内在住の原田政雄様から 

大活字本約 160 冊をご寄贈 
いただきました。活字の大き 
な本は視覚に障害のある方や 
高齢の方に大変喜ばれています。 
ご寄贈いただいた本は新しく 
できる下新倉分館に設置する 
予定です。貴重なご寄付をありがとうございました。 

 「わがまちの誇り児童文学者大石真」の DVD
上映と、「チョコレート戦争」の 16 ミリフィル
ムを上映しました。 

 「チョコレート戦争」は昭和 57 年に放送され
た作品で「昔の街の風景がなつかしくとても 
良かった」などの感想が寄せられました。 

大石真の生涯 
を知るとともに、 
改めて大石真作品 

のすばらしさを 
味わう機会となり 
ました。 

「クリスマスおはなし会」レポート 
（12 月 19 日実施） 

和光絵本とお話の会さんによる「クリスマス

おはなし会」が開催されました。 
本物の大きなツリーがクリスマス気分を盛り
上げ、今回も大型絵本やパネルシアター、素話、

劇など盛りだくさんのプログラムで、子どもか
ら大人まで多くの方が来場され、大盛況でし
た。 

また、図書館長 
による大型絵本の 
読み聞かせもいつ 

もとは一味違い、 
みなさんに楽しん 
でいただけたよう 

です。 
 

YA 講座「ANIME QUEST～小幡先生
に学ぶアニメ学～」レポート 

（12 月 20 日実施） 

 「 美 少 女 戦 士 
セーラームーン」の 
アニメの原画や、 

「ダイの大冒険」で 
作画監督を歴任 
された小幡公春 

先生に中高生向け
の講座をしていただきました。 
プロから教わるアニメができるまでの流れ

や、アニメ制作の概要は、普段聞くことのでき
ないお話で、受講者のみなさんは、真剣に耳を
傾けていました。また、顔の基本的な描き方を

教えてくださり、受講者のみなさんがそれを 
踏まえて実践するなど、とても充実した講座と 
なりました。 

 

「ブックスタート in 坂下公民館」
レポート   （11 月 27 日実施） 

                      平成２５年４月 

以降に生まれた赤ち 

ゃんで、まだブック 

スタートに参加して 

いない方のために、 

坂 下 公 民 館 に て 

「ブックスタート」

を行いました。子育てにぜひ絵本やわらべ歌を 

活用していただきたいというお話をした後、 

実際にわらべうたをみんなで歌ったり、赤ちゃ

んへの絵本の読み聞かせを見てもらい、最後に

絵本を１冊プレゼントしました。 

27 年度の出張ブックスタートは今回で終了

いたしました。 

「大人のための朗読会」レポート 
（11 月 29 日実施） 

毎回大盛況の【朗読サークルあめんぼ】に 

よる大人のための朗読劇場も今回で14回目と

なりました。 

一つ目の演目【殺生石】は昔の話だったので、

演者が和装で朗読を行い、観客の皆さんが驚か

れていました。世界観が出ていてとても引き込

まれる話でした。二つ目の演目【この子だれの

子】では、途中までシリアスな展開が続きドキ

ドキしたのですが、感動的な結末を迎え、アン 

ケートには「泪が出まし 

た」というコメントも 

ありました。    

次回は来年の５月頃 

を予定しています。 

 

「子どものための読書会」レポート 
（12 月 5 日実施） 

テーマ： 「季節は冬 雪の日の出来事」 
講 師： 加嶋智恵子先生（新倉小学校教諭） 

ウクライナの民話「てぶくろ」をはじめ、 

宮沢賢治の「雪渡り」やナルニア国物語の 
「ライオンと魔女」などの読み物、「雪の 
写真家ベントレー」「おかしなゆきふしぎな 

こおり」のような科学読み物など、幅広く 
たくさんの本が 
紹介されました。 

今回もたくさ 
んの子ども達が 
参加してくれま 

した！！ 

国立国会図書館デジタル化資料 
送信サービスのご案内 

 

館内利用者用インターネット閲覧パソコンで、国立 
国会図書館がデジタル化した資料のうち、絶版等の理由
で入手困難な約 138 万点（平成 27 年 1 月現在）の 
資料を閲覧・印刷できます。ご利用の際は、図書館利用
券の提示、又は申請書の記入と身分証明書の提示が必要
です。利用される方はカウンターにてお申出ください。  

1 人 1 回 30 分までの利用となりますが、次にお待
ちの方がいない場合、30 分延長ができます。 


