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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、分館は館内に入って左側に展示しています。 

 

「こころの健康づくり」（一般書） 
 

『イライラしない本』 齋藤 孝∥著 
＜分類：S159＞  

心穏やかに過ごしたいと思ってい
ても、日常の様々な要因から心にさざ
波が立ってしまうことがあります。 
 自分のネガティブな感情とどう向
き合い、コントロールすれば良いの
か、著者が自らの経験から編み出した
対処方法が提案されています。手軽に
出来ることから取り入れてみてはい
かがでしょうか？ 

 「のりもの」（児童書） 

 

 

ストレス時代といわれる現代。ゆううつな気持ちや不安を感じたときなど、こころのＳＯＳサインに気づ

いたとき、どうすればよいのでしょうか？ 保健センターとの共同企画で、おすすめの本を選びました。 

９月は、「バス利用促進月間」「モノレール開業記念日」 本館 

『切ない…。』香山 リカ∥著 
＜分類：146.8＞  

 自分一人では解決できない心
の悩みを抱える女性たちに、精神
科医が愛情あるきめ細かなカウ
ンセリングを行います。 
 こころの健康を取り戻す手助
けをするストーリ―は、ストレス
時代の今を過ごす私たちに生き
る切なさ、そして希望を教えてく
れます。 

 

本館 分館 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

9月 
2020
－００ ○c和光市 

和光市 

図書館の滞在時間と座席利用についてのお願い 

分館 

『いえでででんしゃ、しゅっぱつしんこう!』あさの あつこ∥作 佐藤 真紀子∥絵 ＜分類：913＞  

小学 4 年生のさくら子は、図工の授業で『わたしの町』をテーマに絵を描くことになり、電
車の絵を描きます。その電車は、空をとび、海にもぐり、宇宙にも行ける電車。でも、家出をし
た子どもしか乗れません。画用紙の中の電車が目の前に現れ、さあ、ぼうけんのはじまりです。
『いえでででんしゃ』シリーズは、『いえでででんしゃはがんばります。』『いえでででんしゃは
こしょうちゅう？』もあります。 

 

 

新型コロナウイルス感染防止対策

のため、図書館本館・分館ともに座席

数を通常より減らして開館していま

す。また、館内滞在時間を２時間以

内、対象の座席については時間帯を

１日４区分に分け、入替制とさせてい

ただいています。 

図書館は、小さな子どもから高齢

者まで様々な年齢の方が利用される

施設です。ご自身だけではなく、他の

利用者の皆さんの健康を守るために

も、ご理解とご協力をお願いします。 

① 9:30～11:30 

② 11:45～13:45 

③ 14:00～16:00 

④ 16:15～17:45 

入替制の対象となる座席 

【本館】参考調査コーナー 

社会人優先席（８席） 

パソコン専用席（３席） 

学習席（12席） 

図書館資料閲覧席（２席） 

窓際閲覧席（10席）混雑時のみ 

【分館】窓際閲覧席（１１席） 

座席の利用方法 

１． 時間開始の５分前から番号札を

配布します。指定の席に番号札を

立ててご利用ください。 

２． 時間開始後１５分以上経過しても

空席の場合は自由席となります。

自由席の札が立っている席をご

利用ください。（分館では、番号札

を取り、指定の席をご利用ください） 

３． 時間終了時には放送が入ります。

時間内の退席をお願いします。 

４． それぞれの時間帯の間に席を消毒

します。時間までお待ちください。 

時間帯 

● ● ●  

「車点検の日」など、“のりもの”に関する記念日があります。「のりもの」の本を紹介します。 
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※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。 

 

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 

 ブックスタート  絵本とおはなしの会 

 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 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜休館日＞ 

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 

 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 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

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 

絵本とおはなしの会 5 日・12 日・19 日 
（全て土曜日）★ 

時間・対象者：11:00～2 歳から／14:00～4 歳から 
場 所：5 日、12 日は会議室・19 日のみキッズルーム 
申込方法：１週間前までにメールで（定員 10 名【19 日は 6 名】） 

あかちゃんタイム 3 日(木)、10 月 1 日(木) 

時 間：10:30～11:30 場 所：キッズルーム 
対象者：乳幼児と保護者 
あかちゃんを連れて気兼ねなく図書館を利用できる出入自
由の時間です。絵本選びのお手伝いもします。 
 

ブックスタート ①7日(月) ②28 日(月) ★ 

時 間：10:30～11:00 11:30～12:00 
対象者：①2020 年 3 月生まれのあかちゃんと保護者 

②2020 年 4 月生まれのあかちゃんと保護者 
①②対象月が中止となり参加できず、絵本を受け
取ることができなかった方 

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、メール又は電話で 

絵本とおはなしの会 12 日(土) 

時 間：11:15～11:45 
場 所：キッズスペース 
対象者：幼児から小学校低学年 
定 員：当日先着 6 名 

本館 分館 

土曜えほんタイム 26 日(土) ★ 

時間・対象者：11:00～2 歳から／14:00～4 歳から 
申込方法：１週間前までにメールで（定員 10 名） 

 

絵本の世界を楽しもう 10 月 4 日(日) 
絵本の読み聞かせと、動く「はらぺこあおむし」を

折り紙で作ろう！ ★ 
時 間：10:00～11:00  
対象者：4 歳以上の子どもと保護者 
定 員：4 組（抽選） 
申込方法：9/20（日）から 26（土）までに電話、
窓口で 
抽選結果：9/27（日）に電話でお知らせ 

 

あかちゃんタイム 11 日(金) 

 時 間：11:00～12:00  
対象者：乳幼児と保護者 
あかちゃんを連れて気兼ねなく図書館を利用できる
出入自由な時間です。絵本選びのお手伝いもします。 

 

ひまわりおはなし会 16 日(水) 

時 間：16:00～16:30 場 所：キッズスペース  
対象者：小学生 
定 員：当日先着 6 名 

ビブリオバトル 19 日(土)   

時 間：14:00～15:30（開場 13:45） 
中学生がおすすめの本を紹介し、みんなが 
読みたいと思った１冊を決定します。 
観覧者の定員：当日先着１０名 

＜休館日＞ 

子どもの科学 10/17（土）偏光板であそ
ぼう～色が変わるステンドグラスをつくろう～ ★ 
時 間：14:00～15:00  
対象者：市内在住の小学生 
定 員：９名（抽選） 
講 師：坂口美佳子（科学誌読物研究会） 
申込方法：10/3（土）必着で、往復ハガキに住所・
氏名・電話番号・学校名・学年を記入の上、下新倉分
館（〒351-0111 下新倉 5-21-1）へ郵送 
抽選結果：10/10（土）頃に返信ハガキでお知らせ 

 

世界おはなしめぐり 10/3 日(土) ★ 

世界の民話をすばなしで楽しみましょう！ 
時 間：14:00～  対象：６歳～大人まで 
申込方法：１週間前までにメールで（定員 10 名） 
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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 所蔵 

～ 一般書 ～  

埼玉の狛犬 埼玉の狛犬製作委員会∥編 さわらび舎 175.5 本館 

消滅絶景 ナショナルジオグラフィック∥編 日経ナショナルジオグラフィック社 450.9 本館 

お昼ごはんのめんレシピ きじま りゅうた∥著 学研プラス 596.38 本館 

憂き夜に花を 吉川 永青∥著 中央公論新社 913.6 本館 

賢者たちの街 エイモア トールズ∥著 早川書房 933.7 ﾄ 本館 

366 日の離乳食 上田 玲子∥監修 主婦の友社 C599.3 本館 

Zoomはじめました 秋田 稲美∥著 WAVE 出版 I007.35 本館 

感染症はぼくらの社会をいかに変えてきたのか 小田中 直樹∥著 日経 BP M493.8 本館 

オリンピック・マネー 後藤 逸郎∥著 文藝春秋 S780.69 本館 

部下のトリセツ 浅野 泰生∥著 総合法令出版 Z336.3 本館 

死にゆく人にあなたができること 鈴木 秀子∥著 あさ出版 114.2 分館 

ポストコロナの経済学 熊谷 亮丸∥著 日経 BP 332.10 分館 

人生 100年時代の 60歳からの家 湯山 重行∥著 エクスナレッジ 527 分館 

能のふるさと散歩 岩田 アキラ∥写真・文 檜書店 773   分館 

君たちにサンタは来ない 朝田 寅介∥著 ヨシモトブックス 916   分館 

～ 児童書 ～  

食虫植物のわな 木谷 美咲∥文 偕成社 471 本館 

ガリガリ君ができるまで 岩貞 るみこ∥文 講談社 588 本館 

ティッキ・ピッキ・ブン・ブン 東京子ども図書館∥編集 東京子ども図書館 908 本館 

とりかえっこ 泉 啓子∥作 新日本出版社 913 本館 

歌がにがてな人魚 ルイス スロボドキン∥作 瑞雲舎 933 ｽ 本館 

あべ弘士のシートン動物記 E.T.シートン∥原作 学研プラス E ﾐﾄﾞ 本館 

クラクフのりゅう アンヴィル 奈宝子∥文・絵 偕成社 E ﾑﾗ 本館 

脳のひみつにせまる本 川島 隆太∥監修 ミネルヴァ書房 491    分館 

希望、きこえる? 榮谷 明子∥著 汐文社 699 分館 

妖怪たちと秘密基地 富安 陽子∥作 理論社 913    分館 

～ ＹＡ ～  

12 歳の少女が見つけたお金のしくみ 泉 美智子∥著 宝島社 Y331 本館 

捨てられる食べものたち 井出 留美∥著 旬報社 Y611.32 本館 

手塚治虫からの伝言(メッセージ) 命 手塚 治虫∥著 童心社 Y726.1 本館 

ほんとうのリーダーのみつけかた 梨木 香歩∥著 岩波書店 Y914.6 本館 

AI エンジニアになるには 丸山 恵∥著 ぺりかん社 Y007.13        分館 

 

  

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：新書コーナー C：紙芝居コーナー 

図書館クラブ「本の手書きＰＯＰづくり」を開催しました！ 

８月８日（土）に分館で作成してくださった中高生の皆さん、また、「自宅 deボランティア」

に参加してＰＯＰを図書館に寄贈してくださった皆さん、ご協力ありがとうございました。 

本と POPを分館の YAコーナーに展示していますので、ぜひ、見に来てください。 
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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・土・日・祝日 
9:30～18:00（当面の間） 
【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 

（中央公民館図書室のみ貸出時間は、土曜日13:00～17:00） 

※リクエスト受付・利用者登録等は火曜日、土曜日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は、17:00まで  

◆ホームページ https://www.wakolib.jp 

 

 編集後記 ９月といえば、厳しい暑さもおさまり、空が高く見えて季節が秋へと変わっていく時期です。ただ、連日の真夏日や、セミの声がいつまでも
響くせいか、毎年秋が短くなっているような気さえしてきます。秋といえば、収穫祭やお月見など、自然との距離が普段より少し近く感じる季節です
ね。絵本などでも秋を題材にしたものは、紅葉や果実、動物などの色がきれいなものや、食べ物が美味しそうに見えるものが数多くあります。夏の名残

も感じながら、季節が少しずつ変わっていくことを、物語や食べ物から感じるのも楽しそうですね。＜令和２年９月発行＞ 

 

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。 

夏の子どものつどい 
（8/1（土）実施）のご報告 

夏のお楽しみ「なつこ」でおな
じみの「夏の子どものつどい」を
開催しました。今回はコロナ対策
として、時間を短縮し、人数を制
限して実施しました。 
 例年と比べ参加人数は少ない
ですが、パネルシアター、大型紙
芝居や影絵など、普段はあまり見
ることができないプログラムを、
親子で楽しんでいる様子でした。 

 
 

リサイクル資料（本・ 
雑誌）を館内で配布しました 

6 月に開催を予定していた「本・
雑誌のリサイクル」は、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため、中
止となりました。その日に配布予
定だった本・雑誌を、自由に持って
帰っていただく形で、本館・下新倉
分館の館内で配布しました。 
密を避けるため、日程等を限定

しなかったことで、普段リサイク
ル事業に参加したことがなかった
方にも、リサイクル資料をご活用
いただくことができました。 
今後も状況を見ながら、 

館内で配布していきます。 
ご理解のほど、よろしく 
お願いいたします。 

ちぎり絵講座 
（7/18（土）実施）のご報告 

 吉田八重子さんを講師に「ちぎ
り絵」講座を開催しました。 
 今回の作品のテーマは「スイ
カ」。本物のスイカを間近に見なが
ら、新聞を小さくちぎってハガキ
に貼り、絵を形作りました。 
 参加者の皆さんは、講師から直
接助言をいただきながら、色を足
したり、形を工夫したり、それぞ
れ個性あふれる作品を完成させま
した。 
 

小・中学校に読書通帳を 
配布しました 

市内の小・中学校に読書通帳を
配布しました。読書通帳とは、読ん
だ本のタイトルや感想、おススメ
度といった記録を２０冊まで、自
分で書いて記録することができる
図書館手作りの通帳です。 
 通帳がいっぱいになり、図書館
へ持ってくるとガチャガチャ（わ
こガチャ）を１回、回すことができ
ます。わこガチャの中身は缶バッ
ジや手作りのストラップです。 
 今年は短い夏休みとなりました
が、わこガチャを回しにくる子も
増えました。対象は３歳からです。
カウンターで配布していますので
参加してみてくださいね。 

図書館クラブ 
「本の手書き POPづくり」 
（8/8（土）実施）のご報告 

中高生を対象とした図書館クラ
ブ事業「本の手書き POP づくり」
に、埼玉県立和光高等学校図書委
員と和光市内外の中学生の皆さん
が参加してくださり、自分のおす
すめの本の POP を、想いをこめて
作ってくれました。 
生徒たちが作成した個性豊かな

POPたちは、おすすめの本と一緒
にYAコーナーに展示しています。 
展示された 

本は貸出しや 
予約をするこ 
とができます。 
ぜひ、見に来 
てください。 

 

小・中学校・施設あてに団体本
の貸出作業を行いました 

市内の小・中学校には、１クラス
に 50 冊または 100冊の本を、１
年に２回お届けする「団体貸出」を
実施しています。 
 ８月に各学校から返却された本
の状態を確認し、新しい本などを
加え、２学期から貸出しをするた
めの作業を行いました。       
 学校のほか、保育施設や高齢者
施設等にも貸出しをしています。 

○C 和光市 

和光市 

和光市 

大型紙芝居 影絵 

中央公民館図書室 

土 13：00～17：00 

のみ開室中（9 月から） 

坂下公民館図書室・ 

南公民館図書室 

火・土 13：00～17：00

のみ開室中 

 

https://www.wakolib.jp/

