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６月 
2020 

○c和光市 

和光市 

本館･分館で予定されていた６月のイベントは、

すべて中止になりました。今後のイベント開催情

報等は、図書館ホームページでご確認ください。 

一部サービスに制限を設けた上で開館します 

実施するサービス内容は、政府の動向や市内のウイルス感染状況などで変更する場合があります。
最新の情報は、図書館ホームページをご確認いただくか、電話でお問い合わせください。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、急

遽、４月７日（火）から５月３１日（日）まで図

書館が休館となり、皆さまにご不便をおかけし

ましたことをお詫び申し上げます。 

政府による緊急事態宣言の解除をうけて、６

月１日(月)から（分館は６月２日（火）から）、

一部サービスを実施します。今後も引き続きウ

イルス感染拡大防止と、利用者の皆さまと職員

の健康に配慮した運営に努めてまいります。 

サービスにご不便を感じることもあるかと思

いますが、限られた状況の中でも、可能な限りサ

ービスの拡大を検討いたします。引き続きご支

援くださいますよう、お願い申し上げます。 

 

図書館ホームページ 

利用できるサービス 

〇 館内にある資料の貸出 

〇 30分以内の資料閲覧（貸出資料を選ぶため） 

〇 予約された資料の受取 

〇 資料の予約受付 

〇 新規利用者登録（住所・氏名がわかる身分証が必要） 

〇 資料の返却 

６月から当面の開館時間 

当面 利用できないサービス 

× 30分以上の館内滞在、資料の閲覧 

× 館内のすべての座席 

× 最新号の雑誌・新聞の館内閲覧 

× 長時間のレファレンス 

× 複写（コピー） 

× 給茶機・冷水器 

× インターネット端末 

× CD、DVDの視聴 

× 蔵書検索端末（OPAC） 

 

資料の予約方法は３種類 

図書館で所蔵する資料は、貸出中でも、図書館

の棚にあっても予約することができます。 

●「予約・リクエスト申込書」 

申込書に必要事項を記入してカウンターへ。 

●インターネットで予約 

本、雑誌、CD、DVDなどを１日に 

合計５点まで予約できます。初めて 

の方は仮パスワードの発行申込みが 

必要です。住所・氏名がわかる身分 

証を持ってカウンターへ。 

●電話で取り置き 

図書館の棚にある本を１人３冊まで取り 

置きできます。電話でお申し込みください。 

【本館】毎日 9:30～18:00 

※休館日：第２・４木曜日  

【分館】毎日 9:30～18:00 

※休館日：月曜日・第４木曜日                

【公民館】毎日 9:00～21:00 

※受取場所を「公民館」で予約さ

れた資料のみ、時間内に受け取

ることができます。 
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マスク着用・少人数で 

図書館に来館する方へ 「図書館からのお願い」  

● 図書利用券をお持ちください。 

● マスクの着用をお願いします。 

● なるべく少人数でお越しください。 

● 入口で手指の消毒をお願いします。 

● 発熱など体調がすぐれない方は、来館をご遠慮ください。 

● 土曜日、日曜日は混雑が予想されます。なるべく平日にお

越しください。 

体温が 37.5 度以上の方は 
来館をご遠慮ください 手洗い・消毒 

ソーシャルディスタンス 

２ｍ 

返却された本は、除菌 

してから書架に 

並べます。 
  

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。 

『スマホ決済の選び方と導入が
ズバリわかる本』 
小宮 紳一∥著＜分類：673.3＞ 
キャッシュレス決済の種類と仕組み

について解説されています。また、個人

店や家族経営店など、中小店舗のオーナ

ーが、スマホ決済を導入・運用するため

の基礎知識がつまっていて、導入例も掲

載されています。 

どのようなサービスを選べばよいか

迷っている中小店のための指南書です。 

 

『ベランダ寄せ植え菜園』 
 たなか やすこ∥著＜分類：626.9＞ 
大きな庭がなくても、小さなベラン 

ダで叶えられる家庭菜園のアイディア 

がいっぱい詰まった本です。ベランダ 

菜園歴 25年の筆者によると、自然の 

力をうまく使う寄せ植えスタイルがお 

すすめだそうです。 

 緑のカーテンにもなるゴーヤ、ねば 

ねばパワーがうれしいモロヘイヤ、緑 

がきれいなハーブ類など、今からの植 

え付けでも、夏の収穫に間に合います。 

「キャッシュレス決済」（一般書） 
 

「雨の日に読みたい本」（児童書） 

 

 

６月は雨がたくさん降る季節です。雨にちなんだ本をおうちの中で楽しんでください。 

『あしたのてんきははれ?くもり?あめ?』野坂 勇作∥さく 根本 順吉∥監修＜分類：E ﾐﾄﾞ＞ 

雨の日が多くなると明日の天気が気になりますね。雲の形や風の向きなど、空の様子をよく
見ると、明日の天気がわかりますよ。 
雲の流れや生き物の変化を観察して予測をする方法は「観天望気」（かんてんぼうき）といい

ます。現在のような天気予報がなかった時代は、昔の人々はこの方法で天気を予想してきまし
た。みなさんもテレビで天気予報を見る前に、空や自然を観察してみませんか？ 

 

本館 分館 

支払いの簡素化、接触によるウイルス感染を防ぐ

ためにも、現金受け渡しをしない「キャッシュレス

決済」が推奨されています。支払い方法、見直して

みませんか？ 

 

分館 本館 

なかなか外出することができなかった 3，4，5月。

気がつけば新緑が美しい季節になりました。 

分館では、緑色が目をひく表紙の本を集めてみま

した。図書館でも新緑をお楽しみください。 

 

「緑にかこまれて」（一般書） 
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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 ～  

大学 1年生からの社会を見る眼のつくり方 大学初年次教育研究会∥著 大月書店 002 本館 

先生も大変なんです 江澤 隆輔∥著 岩波書店 374.3 本館 

ペットのトラブル相談Q&A 渋谷 寛∥著 民事法研究会 645.9 本館 

知っておきたい!手書きの常識 平形 精逸∥著 東京書籍 728 本館 

切り花を2週間長もちさせるはじめての花との暮らし 谷川 文江∥著 家の光協会 793 本館 

誘拐屋のエチケット 横関 大∥著 講談社 913.6 本館 

女神のサラダ 瀧羽 麻子∥著 光文社 913.6 本館 

新しい世界を生きるためのサイバー社会用語集 一田 和樹∥著 原書房 I 007.3 本館 

信長の軍師 岩室 忍∥著 大活字文化普及協会 L913.6 本館 

日本企業の勝算 デービッド アトキンソン∥著 東洋経済新報社 Z335.21 本館 

学習指導と学校図書館 大平 睦美∥編著 青弓社 017 分館 

絶対幸せになれる「感謝ノート」 古宮 昇∥著 PHP研究所 146.8 分館 

渋谷上空のロープウェイ 夫馬 信一∥著 柏書房 213.61 分館 

なぁさんの寝たまま座ったままストレッチ なぁさん∥著 廣済堂出版 781.4 分館 

音読でたのしむ思い出の童謡・唱歌 齋藤 孝∥著 KADOKAWA 911.58 分館 

～ 児童書 ～  

「走る図書館」が生まれた日 シャーリー グレン∥作 評論社 016 本館 

ホントに食べる?世界をすくう虫のすべて 内山 昭一∥監修 文研出版 383 本館 

マンホール大百科 東日本編 鈴木出版マンホール研究会∥編 鈴木出版 518 本館 

スーパーコロコロドミノ装置 野出 正和∥著 いかだ社 750 本館 

みけねえちゃんにいうてみな モフモフさいこう! 村上 しいこ∥作 理論社 913 本館 

恐竜トリケラトプスとあくまのもり 黒川 みつひろ∥作・絵 小峰書店 E ｱｶ 本館 

あいちゃんのひみつ 竹山 美奈子∥取材・文 岩崎書店 UE ﾐﾄﾞ 本館 

失敗図鑑 大野 正人∥著 文響社 280 分館 

名探偵 AI・HARA 佐東 みどり∥作 毎日新聞出版 913 分館 

とんでいく 風木 一人∥作 福音館書店 E ｱｶ 分館 

～ ＹＡ ～  

学コレ 学研プラス∥編 学研プラス Ｙ376.87 本館 

iPS細胞の研究室 志田あやか∥著 東京書籍 Ｙ491.11 本館 

自分のこころとうまく付き合う方法 アリス ジェームズ∥著 東京書籍 Y498.39 本館 

動物の看護師さん 保田 明恵∥著 大月書店 Y649.81 本館 

日本の給料&職業図鑑 給料 BANK∥著 宝島社 Y366.4 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 UE：りんごのたな・絵本 

 新着マンガの紹介やオススメの一冊、今年度の課題図書を掲

載しています。オススメの一冊は本館・分館の司書が厳選。 

ぜひ、手に取ってください♪ 

YA通信「夏号」を発行しました！ 

新着マンガが出ました♪ 

3 作品のマンガが YA コーナーに仲間入りしました。みんなで

仲良く見てくださいね。和光市図書館では年に 1 回、マンガアン

ケートを実施しています。ぜひ、リクエストしてみてください♪ 
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臨時休館中の図書館（本館・分館）では、

このような取り組みを行いました。 

分類記号の貼り換えを行いました【本館】【分館】 
これまで当館の資料は、日本十進分類法「8 版」に基づき分

類記号を背表紙に貼り、棚に並べておりましたが、現在、日本

十進分類法「10 版」に基づき、背ラベルの貼り換え作業を順

次行っています。例えば、情報コーナーでは、大まかな分類ご

とに並んでいましたが、より細かくなり現代の情報技術に即し

た分類に配列されるようになりました。 

なお、10 版では「道路地図（ロードマップ）」は“交通”

等の分類になりますが、従来通り「旅行本」付近に配列するな

ど、利便性を考え変更されていないこともあります。お探しの

資料が見当たらない場合は、職員までお声がけください。 

 

紙芝居の動画を制作しました【分館】 
和光市農業後継者倶楽部が 2018 年に制作、図書館に寄贈

してくださった紙芝居「じゃがいものできるまで」を、図書館

ホームページに動画で紹介できるよう、準備を行いました。 

初めての撮影や編集でまさに試 

行錯誤ですが、皆さんに楽しんで 

いただけるよう考えて制作しまし 

た。５月末から公開しています。 

ぜひ、ご覧ください。 

外国の方向け「日本語学習支援コーナー」を設置
【本館】【分館】 
和光市に暮らす外国の方で、日本語 

を勉強している人たちのために「日本 

語学習支援コーナー」をつくりました。 

簡単なひらがな、カタカナを学ぶた 

めの本から、本格的に日本語を学ぶための本まであります。対

象も子どもから大人向けの本まで、さまざまです。 

日本語、英語、中国語などが併記されたものや、ベトナム

語、タイ語、ネパール語、カンボジア語、マレーシア語、イン

ドネシア語版もあります。お知り合いに日本語に興味のある外

国の方がいましたら、ぜひ、情報を教えてあげてください。 

開館の準備を進めました【本館】 
飛沫感染予防のため、カウンターに透

明なビニールカーテンを設置しました。

また、お並びいただくための、目印テー

プを床に貼りました。 

開館後は、間隔を保ち、お並びいただ

きますようご協力をお願いします。 

 その他にも、掲示物を見やすくしたり、

ダンボールでつくったブックスタンドを利

用して、本の表紙が見やすくなるように工

夫しました。 

児童書は、「かたつむり」「ぞう」「わ

に」などテーマを決め、本とダンボールア

ートを一緒に窓際に並べています。本は貸

出しできます。ぜひ、ご利用ください。 

 

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 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 ※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 ５月２９日の昼、新型コロナウイルスに対応する医療従事者の皆さんへ敬意と感謝の気持ちを込めて、航空自衛隊の「ブルーインパルス」
が都心上空を飛行しました。和光市からも見えたようで、青空に映える機体の写真がＳＮＳで投稿されていました。実はその前日、和光市は夕方から

局地的な大雨にみまわれ、雷までとどろく「ひどい天気」でしたが、しばらく経つと黒い雲から光が差し、「狐の嫁入り」（天気雨です）が現れ、去り
際には空に大きな虹の橋がかかりました。空を見上げ病の終息を願う多くの人たちの気持ちを感じ、力づけられた日々でした。＜令和 2 年６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) 

○c 和光市 

和光市 

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～ 

図書館ホームページ 

本館でも「やさしいよみもの」シールを貼りました 
大きな文字で読みやすい児童書「やさしいよみもの」 

を探しやすいように、目印のシールを貼りました。 

絵本からの移行期や、大きな文字が読みやすい小 

学生は、ぜひこちらを目印に探してみて 

ください。 

 分館では、「やさしいよみもの」コーナー 

があります。ぜひ、ご利用ください。 

 

背
表
紙
の 

下
あ
た
り 

今年度から変わった教科書にあわ

せて、調べ学習用のパスファインダ

ー（１つのテーマに関連した資料の

探し方をまとめたリーフレット）の

種類を増やしました。教科書コーナ

ーに、リーフレットスタンドと書架

上に設置しています。 

 また、休館中でも、本の選書や整

備を続けています。開館後は「新着

コーナー」の棚や書架に新しい本が

並んでいます。 

図書館のホームページからも新着

本の情報をご覧になれます。来館を

楽しみにしていてください。 

開館の準備を進めました【分館】 
 


