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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。 

 

「こころとからだの健康づくり」（一般書） 
 

『挫折を愛する』松岡 修造∥著 
＜分類：159＞  
誰もが何かしら心に弱い部分を抱

え、どこかで限界ギリギリの崖っぷ
ちに追い詰められた経験を持ってい
る。「もう無理だ」はあなたを劇的に
変える寸前の最後の苦しみなのかも
しれない。本当に苦しい時、どうやっ
たら前向きな気持ちになって頑張れ
るのかを教えてくれる本です。 

1/4 

今月のテーマ 

「敬老の日」（児童書） 

 

 

メンタルヘルスや生活習慣病予防について正しく理解し、自分の「こころ」と「からだ」をいたわる方

法を身につけて、明日への活力を養いましょう。保健センターとのコラボでおすすめの本を選びました。 

 

 

9月 17日（月・祝）は敬老の日。おじいちゃんやおばあちゃんに本をよんでもらったり、おなじ本
を読んでお話するのもいいですね。おじいちゃんやおばあちゃんが、登場する本を紹介します。 

『きのうをみつけたい!』アリソン ジェイ∥作・絵＜分類：E キ＞ 

楽しいおもいでがあると、「あのときにもどりたい」と思うことはありませんか？このお

はなしに出てくる子も、いちばん楽しかったきのうにもどりたいとねがいます。どうした

らもどれるのか、おじいちゃんにきいてみると・・・。気持ちがあかるくなる本です。 

本館 分館 

『はじめての絶景山ハイク～関東周辺～』 
＜分類：291.3＞  
 “登山”というと敷居が高いけど、ハ
イキングというと身近に感じませんか？
ロープウェイやケーブルカーで山頂駅ま
で登れる山で、気軽に楽しめる 20 のハ
イキングコースが、都内からの電車運賃、
所要時間、ハイキングコースの高低差や
歩行時間付きで紹介されています。秋の
週末に、心も体も健康になる絶景山ハイ
キングをはじめてみませんか？ 

本館 分館 

10月 27日、28日の図書館まつりに向けて 

 

 

○c和光市 

和光市 

図書館まつりでブックツリーを作成します。 

ブックツリーには、皆さまからお寄せいただいた

本の紹介を飾っていきます。 

館内に専用の用紙を用意して 

いますので、記入後、設置 

された回収ボックスへ入れて 

ください。 

 

募集期間は、8/24（金）～ 

10/28（日）、図書館まつり 

終了までです。 

皆さまからのたくさんの 

本のご紹介をお待ちしています！ 

 

和光市図書館まつり実行委員会では、古本市で 

売る古本を集めています。ご自宅に 

古本がございましたら、ぜひお譲り 

ください。ただし以下のものは 

受付しませんのでご了承ください。 

・教科書・学習参考書・漫画等これらに類するもの 

・雑誌・地図・カタログ等これらに類するもの 

・特定の政治団体、宗教団体等の宣伝を記した資料 

・公序良俗に反する資料 

・その他著しく破損、汚損している資料 

※１０月９日（火）までに図書館へお持ちください。

よろしくお願いします。 

売上は、和光市図書館の郷土資料の購入に充てさせ

ていただきます。なお、売れ残った資料は整理させて

いただきますのでご了承ください。 

 

「元気になれる本」を 
教えてください！ 

古本を集めています 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

本館イベントカレンダー 

日 月 火 水 木 金 土 

８/26 27 28 29 30 31 ９/1 

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 10/1 2 3 4 5 6 

 ブックスタート   絵本とおはなしの会 

  あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた 

 赤ちゃんタイム   今月の特別なイベント 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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 

８/26 27 28 29 30 31 ９/1 

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 10/1 2 3 4 5 6 

 絵本とおはなしの会   ひまわりおはなし会 

  あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた 

 赤ちゃんタイム   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・29 日・10/6(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)・10/4(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 

ブックスタート 10 日(月)・10/1(月)★ 

時 間：10:30～11:00 11:30～12:00 
対象者：9/10▶平成 30 年４月生まれの赤ちゃんと保護者の方 
 10/1▶平成 30 年 5 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：前日までに窓口又はお電話で 

絵本とおはなしの会 8 日(土) 

時 間：11:15～ 
対象者：幼児から小学校低学年 
場 所：キッズコーナーくつぬぎスペース 

＜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＞ 

＜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：11:00～11:30 
 対象者：6 ヶ月～2 才 

ひまわりおはなし会 19 日(水) 

時 間：16:00～16:30 
対象者：小学生 
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本と雑誌のリサイクル 

（7/2９実施）のご報告 

当日は、早くから多くの方が来場さ

れ、お目当ての雑誌や本を手に帰られま

した。次回の本・雑誌のリサイクルは、

10 月 28 日（日）9 時 40 分から図書

館まつりと同時開催いたします。 

ぜひ足を運んでみて下さい。 

 

夏休み宿題教室（8/2・3実施）のご報告 

今年の「夏休み宿題教室」 

では、広沢小・第五小・和光特別支援学

校の先生方が、子どもたちの宿題を支援

して下さいました。 

読書感想文に取り組むお友達が多く、

みなさん真剣に作文を書いていました。

先生に俳句を教えてもらっている外国

人のお友達の参加もありました。 

2 年目となった夏休み宿題教 

室は、昨年の倍以上のご参加をいただ

きました。ご協力をいただいている先

生方による参加者一人一人への熱心

なご指導により、その評判 

が口コミで広まっている 

ものと思います。 

来年もぜひたくさん 

来てくださいね！ 

  

本館 分館 

赤ちゃんタイム 28 日(金) 

時 間：11:00～11:30  
場 所：キッズコーナーくつぬぎスペース 
対象者：乳幼児とその保護者の方 

 

本館 

 

https://2.bp.blogspot.com/-U2EtZxbnhrQ/WRkupjIoj1I/AAAAAAABETE/onpY5BnU0Fc6W-9H7Dpz2YaCvF-F2wsyQCLcB/s800/book_dokusyo_kansoubun.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ～  

三人よれば楽しい読書 井上 ひさし∥著 西田書店 019 本館 

なぜ、あの人は自分のことしか考えられないのか 加藤 諦三∥著 三笠書房 145.7 本館 

おもしろ大江戸生活百科 北村 鮭彦∥著 新潮社 210.5 本館 

基礎からわかる損害保険 中出 哲∥監修 有斐閣 339.5 本館 

ドローンで迫る伊豆半島の衝突 小山 真人∥著 岩波書店 454.91 本館 

人気のパスタ 103  世界文化社 596.3 本館 

東京オリンピックのボランティアになりたい人が読む本 西川 千春∥著 イカロス出版 780.69 本館 

地に滾る あさの あつこ∥著 祥伝社 913.6 本館 

地球のはぐれ方 村上 春樹∥著 文藝春秋 B915.6 本館 

旅育 BOOK 村田 和子∥著 日本実業出版社 C291.09 本館 

ヒドゥンカリキュラム入門 多賀 一郎∥著 明治図書出版 374.12 分館 

ちひろメモリアル  平凡社 726.5 分館 

村上春樹の 100 曲 栗原 裕一郎∥編著 立東舎 910.26/ﾑ 分館 

親子で学習&自由研究 東京新聞「親子でぶらり」取材班∥著 山川出版社 C291.3 分館 

最新シェアリングエコノミーがよ～くわかる本 上妻 英夫∥著 秀和システム Z673.9 分館 

～ 児童書 ～  

兵隊さんに愛されたヒョウのハチ 祓川 学∥作 ハート出版 489 本館 

ハーブ魔女とふしぎなかぎ あんびる やすこ∥作・絵 ポプラ社 913 本館 

この計画はひみつです ジョナ ウィンター∥文 鈴木出版 E 本館 

恐竜トリケラトプスとスピノぼうや 黒川 みつひろ∥作・絵 小峰書店 E ｱｶ 本館 

王さまとよごれた足 サリー ポム クレイトン∥文 光村教育図書 E ｷ 本館 

さいしゅうでんしゃのふしぎなおきゃくさん 間瀬 なおかた∥作・絵 ひさかたチャイルド E ｷﾐ 本館 

いっぽんのせんとマヌエル マリア ホセ フェラーダ∥文 偕成社 U/E ﾐﾄﾞ 本館 

キリンの運びかた、教えます 岩貞 るみこ∥文 講談社 680 分館 

雨ふる本屋と雨もりの森 日向 理恵子∥作 童心社 913 分館 

実物大!世界のどうぶつ絵本 ソフィー ヘン∥作 あすなろ書房 E 分館 

～ ＹＡ ～  

世界で活躍する仕事 100 三菱UFJリサーチ&コンサルティング∥編 東洋経済新報社 Y333.8 本館 

北欧式眠くならない数学の本 クリスティン ダール∥著 三省堂 Y410 本館 

フジコ・ヘミング 14歳の夏休み絵日記 フジコ ヘミング∥著 暮しの手帖社 Y762.38 本館 

未来のミライ 細田 守∥著 KADOKAWA Y913.6 本館 

りゅうおうのおしごと!（第 2 巻～第 8 巻） 白鳥 士郎∥著 SB クリエイティブ Y913.6 分館 

 

YA NEWS  
ヤングアダルト  ニュース 

 この夏に行われた本館と分館の YA 関連の催しをご報告します。 

 まず本館で 8月 5日（日）に開かれた恒例の「ビブリオバトル」（第 5回）から。 

 和光市内の中学校３校から８名の参加者があり、自分の選んだ本を３分間で紹介 

して、そのあとに２分間の質疑応答。紹介された８冊から会場に集まったみなさん 

がそれぞれ最も読みたかった本を選びます。選ばれたチャンプ本は『「悩み部」の 

結成と、その結末。』でした。これらの本は本館 YA コーナーに展示されています。 

次に分館で８月４日（土）に開かれた「図書館クラブ」。参加者５名（中学生 

１名、高校生４名）がそれぞれおすすめの本の POP を作成しました。出来上が 

った作品は、下新倉分館の YAコーナーで展示しています。くわしくは YA 通信秋号をみてね。 
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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：（分館）新書コーナー C：紙芝居コーナー  

～YA夏の催しのご報告～ 



  

  

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

      

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 記録的な暑さを記録した厳しい夏。まだまだ残暑が厳しく、昼間も夜もクーラーを付けっぱなしという方も多いのではないでしょうか。室内

と外気の気温差で自律神経のバランスが崩れる冷房病（クーラー病）。自律神経が乱れると倦怠感や食欲不振、不眠、頭痛などを引き起こし、心と体の
不調をきたす原因となるそうです。9月は「健康増進普及月間」、9月 10 日～16 日は「自殺予防週間」、そして図書館の９月のテーマ展示は「こころ
とからだの健康づくり」です。病院に行くほどではないけどちょっと調子がおかしいな・・・と思ったら、本からアドバイスをもらうのも良いのではな

いでしょうか？まもなく“食欲”“芸術”“スポーツ”の秋がやってきます。心身ともに健やかにしなやかに迎えたいですね。＜平成３０年８月発行＞ 
4/4 

○c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。 

ダンボールおじさんこと、檜山永次さんの 
ダンボールアート展示（分館） 

8 月 25 日（土）にダンボール工作 
の講師をして下さる檜山永次さんの作 
品を展示しています。ロボットや、ア 
クセサリーなどよく見るとダンボール 
でできていることがわかります。9 月 
26 日（水）まで展示していますので、 
ぜひ分館でご覧ください。 

本館 夏休み子どもの集いレポート 図書館クラブ 
＆図書館でボードゲーム 
＆サマーフェスタレポート 

●「絵本の読み聞かせ」ひまわり倶楽部 
『三びきのやぎのがらがらどん」では、 
大きなセットが目を引き、会場に入られた 
皆様から驚きの声が上がりました。 

●「影絵」影絵サークルぺんぎん 
『バナナのおやこ』や『スイミー』では、 
親子そろって楽しんでいただけました。 

●「絵本の読み聞かせ」和光絵本とお話の会 
手袋人形やパネルシアターではお子さん達が 
声を出して反応していたのが印象的でした。 

●「ソーラーおもちゃ」太陽光発電所ネットワーク／埼玉 
バッタのおもちゃを手に乗せたりうちわを 
使って太陽光を遮り、おもちゃの動きを 
止めたりして楽しみました。 

●「こども制服撮影会・ミニゲーム」 
東京地下鉄株式会社（東京メトロ） 

駅長さんの制服を着用しての写真撮影や東京メトロのグッズ 
がもらえる輪投げゲーム、車掌さんが電車の 
ドアを開閉するスイッチの体験、プラレール 
やお仕事紹介のパネル展示などを行いました。 

●市内中学生によるビブリオバトル 
チャンプ本は『「悩み部」の結成と、その結末。』（麻希一樹著）
です。見学者や審査員からは、「ハキハキしていて頭に入って
くる説明だった」「３分とは思えないくらいたくさんの情報を
伝えていた」などのコメントがありました。 
 

午前は中高生の「図書館クラブ」。

おすすめ本のＰＯＰを作ってくれま

した。最後にゲーム「横暴編集長」を

して盛り上がりました。 

午後は「図書館でボードゲー

ム！」。子どもから大人まで集まり、

はじめて会った友だちとも楽しそう

に遊んでいました。遊んだゲームは

「イチゴリラ」「ウミガメの島」「横暴

編集長」です。 

夕方からはサマーフェスタ「図書

館の紙芝居やさん！」。昔懐かしい雰

囲気でたくさんの子どもたちに楽し

んでもらいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館サポーター懇親会が行われました 
 7 月 21 日（土）図書館サポーターのみなさんが
集まり、情報交換と今後の活動について話し合いま
した。 
近々サポーターのみなさんのおすすめ本を展示

することになりました。お楽しみに！ 
★図書館サポーターは随時募集中です。本や図書館
に興味のある方、サポーターとして活動してみませ
んか。詳しくは図書館までお問い合わせください。 

 


