
   

 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

「若い人に贈る読書のすすめ」（一般書） 

『ノーサイド・ゲーム』   
池井戸 潤∥著＜分類：913.6＞ 
 テレビドラマ「ノーサイド・ゲーム」

（TBS日曜劇場）の原作。大手自動車メー

カーのエリート社員・君嶋が、経営戦略

室から府中工場へと異動させられ、さら

には同社の企業スポーツであるラグビー

部のゼネラルマネージャーにも任命、14

億円もの赤字を抱えるラグビー部「アス

トロズ」の再起に奔走する物語。 

ラグビーの知識がなくても十分楽しめ

る作品です。 
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「節分・おに」（児童書） 

 

 

２月３日は「節分」です。節分の由来がわかる本や、色々な鬼

が出てくる本を集めました。ぜひ、読んでみてください。 

 
『せつぶんワイワイまめまきの日！』ますだ ゆうこ∥作＜分類：E ｱｵ＞ 

 節分の日、弱虫タカシの所へ鬼の子のキッチがやってきました。タカシはキッチと一緒に、いじめっこ

になってしまったツヨシの所へ向かいます。寒い節分の日でも心が温かくなるお話です。 

作って楽しい工作や、食べておいしい料理など、節分の由来がわかる豆知識も豊富に書いてあります。

親子で一緒に楽しめる絵本です。 

『ふるさとって呼んでもいいですか 
～6 歳で「移民」になった私の物語～』
ナディ∥著＜分類：Y33.41＞ 
「ビザのない外国人」というと、どんな

ことを思い浮かべますか？著者ナディさん

はイランで生まれ戦争を体験し、10歳の時

に家族と一緒に日本にきた「ビザのない外

国人」＝「不法移民」でした。日本には現在

約 7万 4000人の「ビザのない外国人」がい

るとされ、あなたの学校や職場にいる外国

人も、知らないだけでその内の一人かもし

れません。ナディさんの体験を通して、人

権や権利について、考えてみませんか？ 

本館 分館 

2月 
2020 

○c和光市 

和光市 

「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”が推薦する、成人・卒業など人生の

新たな一歩を踏み出す若い人に読んでもらいたい本を紹介します。ぜひ手に取ってみてください。 

 

図書館が利用しやすくなりました 

「セット予約（優先順）」ができるようになりました 
 ホームページの予約画面から、ご自身でセット予約（優先

順）ができるようになりました。上下巻や１巻、２巻、３巻

と順番に読みたい時にご利用ください。 

 

※セット予約されていない場合は、 

資料のご用意ができた順にご連絡いたします。 

※セット予約は、セットにしたすべての資料が揃ってからご連

絡させていただくのではなく、順番どおりに準備させていた

だくものですので、ご留意ください。 

 

 

分館 本館 

図書館システムの入替え及び蔵書点検等で長期間休館し、皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしました。 

ご協力、誠にありがとうございました。休館中に変更となりました一部をご紹介いたします。 

お手洗いが使いやすくなりました(本館) 
・薄暗かった室内が明るくなりました 

・和式がすべて洋式になりました 

 

 

ホームページをリニューアルしました 
 ホームページの各ページをブックマーク

されていた方は、再度ブックマークをお願い

します。 

【新ホームページアドレス】 

https://www.wakolib.jp/ 

 



世界おはなしめぐり 8 日(土)  

時間：14:00～14:40（午前はいつものおはなし会です）
対象：6 歳くらいから大人まで 
世界のおはなしを「すばなし」で楽しみましょう！ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

土曜えほんタイム 22 日(土)  

時間・対象：①11:00～2 歳から ②14:00～4 歳から 
場所：キッズルーム 

ブックスタート  
①3 日(月) ②24 日（月・祝） ★ 

時間：10:30～11:00 11:30～12:00 
対象：①令和元年 8 月生まれの赤ちゃんとその保護者 

②令和元年 9 月生まれの赤ちゃんとその保護者 
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 

 
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？ 

あかちゃんタイム 6 日(木)・3 月 5 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 

s 

日 月 火 水 木 金 土 

1/26 27 28 29 30 31 2/1 

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 

3/1 2 3 4 5 6 
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 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 

 子どもの科学   子どものための読書会 

 今月の特別なイベント 
 

 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  ワンダークラブ  

 今月の特別なイベント 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/4 ※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 

1/26 27 28 29 30 31 2/1 

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 

3/1 2 3 4 5 6 
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 ブックスタート  絵本とおはなしの会               

 あかちゃんタイム  ひまわりおはなし会 

 ぶっくわーるど   

 本・雑誌のリサイクル 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵本とおはなしの会 1 日・8 日・15 日・ 
3 月 7 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 

絵本とおはなしの会 8 日(土) 

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 19 日(水) 

時間：16:00～16:30 場所：キッズスペース  
対象：小学生 

あかちゃんタイム 31 日(金) 

 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 

子どもの科学 15 日(土) ★ 

時間：10:30～12:00 対象：市内小学生 30 名（抽選） 
お話をしてくれる人：坂口 美佳子先生（科学読物研究会） 
内容：結晶って○○でしょう～結晶ツリーをつくろう 
申込方法：往復はがきで、住所、氏名、電話番号、学校名、
学年を書いて 1 月 31 日（金）必着で本館へ郵送 

 

＜休館日＞ 

本・雑誌のリサイクル 8 日(土) 

時間：9:40～11:00（なくなりしだい終了） 
◎除籍した本や雑誌を 1 人 10 冊まで差し上げます。 

申込は不要です。袋をご持参ください。 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

ブックスタート 12 日(水) ★ 

時間：11:00～11:30 
対象者：令和元年８月～１０月生まれの赤ちゃんと 

その保護者 
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 

 
3 月 7 日(土) ★ 

時間：10:30～11:30 対象：市内小学生 30 名 
お話をしてくれる人：加嶋 智恵子先生（市内小学校教諭） 
内容：ネズミに関する本の紹介 
申込方法：2 月 22 日（土）10 時～窓口又は電話で 

2020 年は、ねずみ年です。かわいいネズミさん、
かしこいネズミさん、ちょっとわがままなネズミさ
んなどがたくさん登場します。みなさん ぶっくわ
ーるどを、楽しみましょう。 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ～  

日本の民俗宗教 松尾 恒一∥著 筑摩書房 162.1 本館 

一冊でわかるドイツ史 関 眞興∥著 河出書房新社 234 本館 

美味しい進化 ジョナサン シルバータウン∥著 インターシフト 383.8 本館 

知られざる鉄の科学 齋藤 勝裕∥編著 SB クリエイティブ 564 本館 

ものは言いよう ヨシタケ シンスケ∥著 白泉社 726.5 本館 

リボンの男 山崎 ナオコーラ∥著 河出書房新社 913.6 本館 

わが心のジェニファー 浅田 次郎∥著 小学館 B 913.6 本館 

黒武御神火御殿 宮部 みゆき∥著 毎日新聞出版 913.6 本館 

実践!!秘密保持契約書審査の実務 出澤総合法律事務所∥著 学陽書房 Z336.17 本館 

業界別!AI活用地図 本橋 洋介∥著 翔泳社 I007.1 本館 

アメリカの高校生が学んでいるお金の教科書 アンドリュー O.スミス∥著 SB クリエイティブ 338  分館 

ONOMATOPE 小野正弘∥監修 ナツメ社 810.7 分館 

四角い光の連なりが 越谷 オサム∥著 新潮社 913.6 分館 

宮沢賢治大活字本シリーズ１～３ 宮沢 賢治∥著 三和書籍 L918.68 / /1 分館 

親リッチ 宮本 弘之∥著 日本経済新聞出版社 S361.83 分館 

～ 児童書 ～  

きみを変える 50の名言 佐久間 博∥文 汐文社 159 本館 

ノーベル賞とアルフレッド・ノーベル こどもくらぶ∥編 岩崎書店 377 本館 

日本全国特急大百科 「旅と鉄道」編集部∥編  天夢人 686 本館 

歌姫フィニーと魔法の水晶 あんびる やすこ∥作  講談社 913 本館 

おばけのアッチおもっちでおめでとう 角野 栄子∥さく ポプラ社 913 本館 

おなべさんとおたまちゃん 宮本 えつよし∥作 教育画劇 E ｱｶ 本館 

でんしゃごっこ 山口 マオ∥作 福音館書店 E ﾁﾔ 本館 

森のとしょかんのひみつ 小手鞠 るい∥作 金の星社 913 分館 

うさぎのみみしばり 浜田 広介∥作 鈴木出版 E ｷ 分館 

マラソンじいさん 西本 鶏介∥作 鈴木出版 E ｱｶ 分館 

～ ＹＡ ～  

泣いたあとは、新しい靴をはこう。 日本ペンクラブ∥編 ポプラ社 Y159.7 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 本館 

すごいぞ！はたらく知財 内田 朋子∥著 晶文社 Y507.2 本館 

本当の人生 ｱﾄﾞﾘｰﾇ ﾃﾞｭﾄﾞﾈ∥著 東京創元社 Y953/ﾃﾞ 本館 

図解でわかる 14 歳からのプラスチックと環境問題 インフォビジュアル研究所∥著 太田出版 Y519 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 

 

漫画を購入する際に、皆さまのご意見を参考にさせていただきますので、アンケートにご協力

ください。年間を通してのリクエストは受け付けていませんので、この期間にご協力ください。 

なお、参考としてのアンケートなので必ず購入するとは限りません。ご了承ください。 

【注意】和光市図書館は、原則として、すでに完結しているものを購入しています。また、その

中でも【評価の定まったもの（例：手塚治虫文化賞や日本漫画家協会賞などの受賞）や、世代を

超えて読まれているもの】を優先させていただきます。ご了承ください。 

アンケート期間： １月２４日（金）～２月１２日（水） 
用紙配布場所： 本館・分館カウンター 

漫画購入に関するアンケートを行います 



 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

分館企画！POPで紹介 
「みんなのオススメ本・音楽・映画」を大募集‼ 
図書館所蔵の資料の中か 

ら、あなたの「おもしろか 

った♪」「役立つよ！」「感 

動した！」という本・音楽・ 

映画を、みんなに紹介して 

ください。 

分館カウンターにある、 

POP カードに記入して投票箱へ入れてください。 

ご応募お待ちしています！ 

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 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 永く愛される絵本には秘密があります。「おやすみなさい おつきさま」（評論社）は、1947 年にアメリカで出版されました。子ウサギがベッド

に入り、部屋の中、外に見えるもの一つ一つに「おやすみなさい」と言うお話です。作者とイラストレーターが２年をかけて制作したこの絵本には、様々な
しかけがあります。部屋の時計、飾られた絵、棚の本や小さなねずみ。１時間１０分の時間の流れが丁寧に描かれていて、大人でも何度もページをめくり 
謎解きを楽しめます。原書の「GOODNIGHT MOON」は心地よい韻を踏んだ簡単な英文です。寝かしつけの一冊にもおすすめです。 4/4 

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) 

令和元年度第２回 図書館協議会開催報告 

１２月１９日（木）に、令和元年度第２回図書館協議会を開催

しました。主な議事は、第２次和光市図書館サービス計画の 

取り組み状況中間評価です。図書館で実施している事業などを 

スライドを用いて説明し、ご意見や感想を伺いました。 

図書館協議会委員からは、文章を読むだけではわからない 

ことを写真のスライドで感じることができて良かったという 

感想をいただきました。 

次回は来年度の開催となります。日時は、広報わこうや図書

館だよりでお知らせします。傍聴することができますので、 

お気軽にお越しください。 

 

 

○c 和光市 

和光市 

和光市 

凧（たこ）作り講座 

（12/15実施）のご報告 
小学生親子を対象に、和光市ゆか

りの絵本作家・凧研究家の新坂和男

（にいざか かずお）さんが作った 

創作凧を作る「凧作り講座」を開催

しました。 

凧を作った後、テラスで凧上げを

しました。参加者からは、「親子で 

楽しめてよかった。」「また参加した

い」等の感想をいただきました。 

 

 

 

    

 

ワンダークラブ 

（12/22実施）のご報告 
今回は、冬やクリスマスにちなんだ

歌や絵本が用意され、クリスマスらし

い雰囲気のお部屋で、０歳から小学校

４年生までのお子さんと保護者の方が

参加してくれました。 

手遊び歌や、絵本の読み聞かせを楽

しみながら、英語にふれあいました。  

次回は３月 22 日（日）14 時から

イースターや春のお話の予定です。 

 

 

 

    

 

クリスマスおはなし会 

（12/21実施）のご報告 
今年も「和光絵本とお話の会」の

皆さんによる「クリスマスおはなし

会」が開催されました。本物のモミ

の木がクリスマスの雰囲気を盛り 

上げ、クリスマスにちなんだ絵本や

紙芝居、人形劇など、皆さんに 

たくさんのお話を 

楽しんでいただき 

ました。 

。 

 

 

    

 

ぶっくわーるど 

（12/14実施）のご報告 
今回は「キレるのはなぜ？」イラ

イラモヤモヤはどこから来るの？を

テーマに、松永先生（元市内小学校

教諭）を講師にお招きして、たくさ

んの本の紹介やお話をして頂きまし

た。「なぜキレるの 

か知れてよかった」 

と言う感想を多く 

頂きました。 

 

 

 

    

 

図書館クラブ「本の福袋づくり」 

（12/21実施）のご報告 
中高生の皆さんに、「本の福袋」づ

くりを手伝っていただきました。英字

新聞でエコバッグを作り、おすすめの

本を選んで、テーマと推薦文を書いた

帯をつけたら出来上がり！ 

生徒たちは工夫 

をこらしてユニー 

クな福袋を作って 

くれました。 

 

 

 

    

 

本の福袋（1/5から実施）の 

ご報告 
毎年恒例の「本の福袋」には、 

図書館司書だけではなく、市内の中 

高生たちが厳選した本を入れました。 

小さなお子さんから大人の方まで 

新しい本との出会い 

と「福」をお届けで 

きたのなら嬉しく思 

います。ぜひ、感想 

をお聞かせください。 
 


