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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。 

 

「敬老の日読書のすすめ」（一般書） 
 

『先生、ちょっと人生相談いいですか？』 
瀬戸内 寂聴、伊藤 比呂美∥著 
＜分類：914.6＞  

自身も人生相談の回答者として長年支持
を得ている詩人・伊藤比呂美が、鬱、いじめ、
性、老いや死などの難問を、寂聴先生に人生
相談。寂聴先生の秘書が言う「愛に向かって
正直に生きる二人の対話」です。 

1/4 

「どうぶつ大好き！」

（児童書） 

 

 

読書は心の健康に役立ち、「本を読むと若くなる」

といわれています。今月は、読書推進運動協議会が

選んだ、おすすめ本を展示します。 

 

 

9月 20日～26日は動物愛護週間。動物をかわいがって大切にしようという一週間です。 
いろいろな動物たちが出てくる本を集めました。ぜひ読んでみてください。 

『ナガナガくん』シド・ホフ∥作・絵 小船谷 佐知子∥訳＜分類：E ｷ＞ 

 ナガナガは、体がながーいながーい犬です。仲間の犬たちは笑ったけれど、近所の子どもた

ちも飼い主のおばさんもナガナガを可愛がってくれて幸せでした。けれど、まずしいおばさん

に迷惑をかけてしまう…と思ったナガナガはある日、家出をしました。 

家を出たナガナガはどうなってしまうのでしょうか？ 

本館 

著者は、オペラに魅了された大きな要因
は、演奏者の魂が自分の魂に直接呼びかけ
る『声』だと回想しています。この本を読
み、色々な種類のオペラが存在することに
驚きました。才能あるオペラ歌手たちの声
を一度鑑賞してみてはいかがでしょうか？ 

本館 
分館 

「華麗なるオペラの世界」（一般書） 
 

９月 
2019 

○c和光市 

和光市 

 

 
図書館まつりでは、皆さまからお寄せいただい

た本の紹介を飾り、ブックツリーを作成します。 

館内に専用の用紙を用意して 

おりますので、記入後に設置 

された回収ボックスへ入れ 

ください。 

 

募集期間は、9/27（金）～ 

10/27（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（水）までに図書館へお持ちください 

ますよう、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。 

 

あなたの好きな本で 
本だなを作ろう！！ 

 

古本を集めています 

１０月２６日・２７日の【本館】図書館まつりに向けて 

分館 

『オペラへようこそ！』 
ドナルド・キーン∥著＜分類：766.1＞  

 

 １７世紀イタリアのフィレンツェで生まれたオペラは、

「ベルカント唱法」という歌い方で多くの人々を魅了して

きました。さあ、華麗なるオペラの世界へあなたも！ 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

  

  

 

  

 

 

 

  

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

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 

 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 

 あかちゃんタイム   土曜えほんタイム 

 今月の特別なイベント 
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＜休館日＞ 

※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 

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 

 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 

 あかちゃんタイム  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 7 日・14 日・21 日 
・10 月 5 日(全て土曜日) 

時間と対象者：11:00～2,3 才から／14:00～4,5 才から 
場 所：キッズルーム 

あかちゃんタイム 5 日(木)、10 月 3 日(木) 

 時 間：10:30～11:30 場 所：キッズルーム 
 対象者：乳幼児とその保護者の方 

ブックスタート ①9日(月) ②30 日(月)★ 

時 間：10:30～11:00 11:30～12:00 
対象者：①平成 31 年 3 月生まれの赤ちゃんと保護者 

②平成 31 年 4 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：前日までに窓口又は電話で 

絵本とおはなしの会 14 日(土) 

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

＜休館日＞ 

あかちゃんと楽しむ 
絵本とわらべうた 20 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＞ 

土曜えほんタイム 28 日(土) 

時間と対象者：11:00～2,3 才から／14:00～4,5 才から 
場 所：キッズルーム 

 

＜休館日＞ 

あかちゃんと楽しむ 
絵本とわらべうた 10 日(火) 

時 間：11:00～11:30 対象者：6 ヶ月～2 才 

 赤ちゃんタイム 27 日(金) 

 時 間：11:00～11:30 場 所：キッズスペース 
対象者：乳幼児とその保護者の方 

 ひまわりおはなし会 18 日(水) 

時 間：16:00～16:30 場 所：キッズスペース  
対象者：小学生 

おとなの楽しい音読教室 27 日(金) 

時 間：14:00～15:00 
対象者：おとなの方ならどなたでも 
講 師：神尾敬子さん（ヴォイストレーナー） 

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 

図書館シネマ 10 月 5 日(土)  （モノクロ映画） 

時 間：14:00～15:45（開場 13:40）対象者：大人 30 名 
タイトル：『バルカン超特急』 サスペンスの神と称された
ヒッチコック監督の大ヒット映画。スリルの中にもユーモ
アあり！特急列車で貴婦人が消えるミステリー。 
 
 

本・雑誌のリサイクル（7/28実施）のご報告 

当日、会議室には早くから多くの方が来場され、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 27 日（日）本館「図書館まつり」にて開催します。 

ぜひ足を運んでみてください。 

 

夏休み宿題教室（７/３０、３１実施）のご報告 

今年の「夏休み宿題教室」では、第五小学校・第

三中学校の先生方が、子どもたちの宿題を支援してくだ

さいました。先生に質問をして教えていただいたり、お

友達同士で相談しながら、それぞれ持ち込んだ宿題に真

剣に向き合っている姿が印象的でした。 

今年の「夏休み宿題教室」は、1 日目・2 日目

を合わせて、50 名の参加がありました。子どもたちか

らは、読書感想文の書き方について 

の質問が多く、ご協力をいただいた先生か 

ら、色々アドバイスをもらっていました。 

来年の参加も、お待ちしております。 

来年もぜひたくさん来てください！ 

  

本館 

分館  

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 ～  

「いつも誰かに振り回される」が一瞬で変わる方法 大嶋 信頼∥著 すばる舎 146.8 本館 

あり金は全部使え 堀江 貴文∥著 マガジンハウス 159 本館 

大人のアクティビティ! 小林 希∥著 ワニブックス 291.09 本館 

女に生まれてモヤってる! ジェーン スー∥著 小学館 367.21 本館 

日常にひそむうつくしい数学 冨島 佑允∥著 朝日新聞出版 410.4 本館 

しょうが女神の簡単おつまみ 127 森島 土紀子∥著 小学館 596 本館 

仏像の秘密を読む 山崎 隆之∥著 東方出版 718 本館 

大きな文字とフリガナと音声CDではじめる英会話 新星出版社編集部∥編 新星出版社 837.8 本館 

希望の糸 東野 圭吾∥著 講談社 913.6 本館 

世界を救う 100 歳老人 ヨナス ヨナソン∥著 西村書店 949.83 ﾖ 本館 

「面白い!」のつくり方 岩下 智∥著 CCC メディアハウス 14１.６ 分館 

二十歳(ハタチ)のとき、何をしていたか?  マガジンハウス 281.04    分館 

江戸のデザイン図鑑 柏木 博∥監修 河出書房新社 702.15   分館 

人生は美しいことだけ憶えていればいい 佐藤 愛子∥著 PHP 研究所 914.6 分館 

楽しく鍛えてみるみる若返る!声トレ 川島 由美∥著 ナツメ社 767.1 分館 

～ 児童書 ～  

嵐をしずめたネコの歌 アントニア バーバー∥作 徳間書店 933 ﾊﾞ 本館 

むしホテルとなぞのちかしつ きねかわ いつか∥ぶん BL 出版 E 本館 

まくらからくま コジヤジコ∥作 岩崎書店 E ｱｶ 本館 

このねこ、うちのねこ! ヴァージニア カール∥作・絵 徳間書店 E ｷ 本館 

おばけのばあ せな けいこ∥さく・え KADOKAWA E ﾁﾔ 本館 

とりになったきょうりゅうのはなし 大島 英太郎∥さく 福音館書店 E ﾐﾄﾞ 本館 

王さまになった羊飼い 松瀬 七織∥再話 福音館書店 E ﾑﾗ 本館 

よのなかルールブック 高濱 正伸∥監修 日本図書センター 159   分館 

曽根崎心中 近松 門左衛門∥原作 岩崎書店 366 分館 

スイス鉄道ものがたり 宮脇 俊三∥文 福音館書店 686   分館 

～ ＹＡ ～  

高校生、とび出せ世界へ!   遊行社 Y377.6 本館 

魔法科高校の劣等生 29 佐島 勤∥著 KADOKAWA Y913.6 本館 

Re:ゼロから始める異世界生活 シリーズ 長月 達平∥著 KADOKAWA Y913.6 本館 

あの夏のソウル イ ヒョン∥著 影書房 Y929.13 本館 

本当の「頭のよさ」ってなんだろう? 齋藤 孝∥著 誠文堂新光社 Y159.7   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  

～真夏のＹＡイベントのご報告～ 

8月4日 ビブリオバトルを開催しました！ 

 毎年恒例となったビブリオバトル。 

第 6 回目の開催となった今回は市内 

在学の中学生 8名が参加してくださ 

いました。みなさんに思い思いの熱 

い発表をしていただき、おおいに盛 

り上がった今大会のチャンプ本は、 

『妖怪アパートの幽雅な日常』 

に決まりました。来年も開催予定な 

ので、興味のある方はぜひご参加ください！ 

8 月 3 日 図書館クラブ（中・高生対象） 

「本の手書き POP づくり」を開催しました！ 

当日は中学生 22名と高校生 

3 名が参加し、個性豊かな POP 

を作ってくれました。 

POP とおすすめしてくれた本 

は、分館に展示予定です。また、 

参加者にはボランティア証明書を 

発行します。次の図書館クラブへ 

のご参加お待ちしております♥ 

本館 分館 



大人にも絵本の読み聞かせ 

（8/11実施）のご報告 
第三中学校「3C 読み聞かせの会」、第二中学校「読

み語りの会」、大和中学校「Yamato 読み聞かせ隊」

による絵本、落語絵本、詩の朗読、画像を映しながら

朗読、日本語と英語を交互に読み聞かせなど、バラエ

ティーにとんだ個性豊かなプログラムでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スペシャルゲストとして大和中学校・第二中学校・

第三中学校の教頭先生も出演してくださいました。   

当日は 40 名近くの参加者にお集まりいただき、

会場も熱気に包まれていました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

    

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 
※予約取り置き期間最終日の受け取り時間は 17:00 まで 

 
◆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 真夏日と猛暑日の違いを周りの人に尋ねたら、皆さん最高気温が３５度以上の日が猛暑日だとご存じでした。調べたら気象庁は２００７年か
らこの用語を使用しているとも。お恥ずかしながら、小さな学びでした。小さくても新しいことを知るのって楽しいですよね。気象庁は１９９２年まで
湿度観測をフランス人女性の毛髪で行っていたと解説する本の数歩先には、ペルシャ語で「あなたのレバーをいただきます」と言われたら、それは深い

愛情表現なのだと紹介する本も。小さくても新鮮なワクワク感を体験したくなったら、ぜひ知の宝庫、図書館へお越しください。＜2019 年９月発行＞ 
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○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) 

お知らせ・事業の詳細は、ホームページをご覧ください。 

図書館でボードゲーム（8/3 実施）のご報告 
会議室がボードゲーム会場となり、絵や文字をテーマにし

たボードゲームで遊びました。当日は、初めて会った子ども

たちもすぐ仲良くなり、子どもから大人まで、みんなで楽し

い時間を過ごしました。遊んだゲームは「イチゴリラ」「文

字ぴったん」「じっくりミレー」でした。 

下新倉分館 令和元年度 第 1回市民図書館講座 

「夏休み！みんな大好き図鑑のヒミツ」 

（8/7実施）のご報告 
「小学館の図鑑 NEO」シリーズ編集長の北川吉隆氏をお招

きし、小学生向けの図鑑講座を行いました。 

世界最大の蝶「アレクサンドラトリバネアゲハ」の着ぐる

みで登場した北川先生の姿に子どもたちはビックリ。 

講座は、図鑑の歴史を始め、 

図鑑をつくっている人しか知ら 

ない裏話など、盛りだくさんの 

内容でした。最後のカブトムシ 

のペーパークラフトも、みんな 

とても楽しんでいました。 

下新倉小サマーフェスタ 

「図書館の紙芝居屋さん」（8/3 実施）のご報告 
夕方４時３０分から、下新倉小学校校庭に設営されたテン

トで紙芝居を読みました。暑い日でしたが、かき氷を食べた

り、図書館が配ったキャンディーをなめながら、たくさんの子

どもたちが集まってくれました。 

プログラムは「ごきげんのわるいコックさん」「あずきとぎ」

「あなのはなし」「おまんじゅうのすきなとのさま」でした。 

夏休み子どものつどい（8/3、4実施）の 

ご報告 
夏のお楽しみ「なつこ」でおなじみの「夏休み子

どものつどい」が、８月の３日（土）と４日（日）

の２日間開かれました。３日は、ひまわり倶楽部と

和光絵本とお話の会による読み聞かせ等と「影絵」

（影絵サークルぺんぎん）が行われ、たくさんの子

どもたちで盛り上がりました。またお昼にはテラス

でソーラーカーを使って遊びました。 

４日は、ビブリオバトルが応募者によって行われ

バトラーの発表に会場の人たちも聞き入りました。 

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中 

8 月 2４日（土）にダンボール工作の 

講師をしてくださった檜山永次さんの作 

品を展示しています。ロボットや、色々 

な種類の動物などです。9 月中旬まで展 

示していますので、ぜひご覧ください。 

分館 


