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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、分館は館内入って左手に展示しています。 

「ふゆやすみにおすすめのほん」（児童書） 

 

 『ゆきのけっしょう』武田 康男∥監修・写真 小杉 みのり∥構成・文＜分類：E＞ 

 みなさんは、「雪の結晶（けっしょう）」を見たことがありますか？この本は、ひとつひと
つがちがう雪の結晶が、どこで生まれて、どういうふうに空からおちてくるのかなど、とて
もわかりやすい文章と、美しい写真で説明してくれます。親子で楽しめる一冊です。 

本館 

本館 分館 

分館 

1月 
2021 

○c 和光市 

和光市 

2 月の蔵書点検に伴う休館のお知らせ 
 

「科学道 100 冊 2020」（一般書） 

和光市図書館本館では科学道 100 冊コーナーを常設展示しています。 
このたび、「科学道 100 冊 2020」が発表されました。この機会に手にとって読んでみませんか。 

２月１日（月）から２月５日（金）は、特別図書整理期間（蔵

書点検）のため、図書館本館・公民館図書室（中央・坂下・南）

が、休館・休室となります。それに伴い返却期限及び予約資料

の受取期限が変更になります。 

【返却期限】 

１月１８日（月）から１月２２日（金）に図書館本館及び各公

民館図書室でお借りになった資料の返却期限は、２月６日（土）

となります。 

【予約資料の受取期限】 

１月２４日（日）から２月５日（金）に図書館本館及び各公民

館図書室で確保された資料の受取期限は、休館日を除く７日間

となります。詳しくはポスター・チラシなどをご覧ください。 

なお、ブックポストは通常どおりご利用いただけます。  

（期間中は下新倉分館のみ、通常どおり開館しています） 

 

『人類、宇宙に住む』ミチオ・カク∥著 
斉藤 隆央∥訳＜分類：538.9＞  

『月へ』ロッド・パイル∥著 
  最所 篤子∥訳＜分類：538.9＞  

 人類の月探査への挑戦がこの本１冊
にまとめられています。アポロ 1 号か
ら 17 号までの記録や、現在の中国や
インドの台頭により今後、戦略的拠点
となるかもしれない月の話など、貴重
な写真や資料が多数掲載されていま
す。テレビで月面着陸の瞬間を熱い
想いで見守っていた方も多いのでは
ないでしょうか。 

 中央公民館図書室の入口に設置している、

図書館の本や CD などを返却するためのブッ

クポストが新しくなりました。 

このブックポストは、子どもたちに楽しく

本を読んでもらえるようにと、市内にお住ま

いの川畑嘉さんがデザインし、制作してくだ

さったものです。 

中央公民館のブックポストが 

新しくなりました！ 

図書館職員が、ふゆやすみにおすすめする本を学年別に選びました。 
図書館内でリストを配布していますので、ぜひ読んでみてください。 

 地球温暖化や資源の枯渇等により
地球はいずれ壊滅的なダメージを受
け、人類は生き延びるため宇宙に移住
を余儀なくされると言う。 
 この本は、宇宙移住の道を、①月や
火星に移住、②太陽系外の星への進
出、③人体改造・能力強化の 3 ステッ
プで達成させるというエキサイティ
ングな科学読み物である。 
 

図書館の読書推進活動にご協

力いただき、感謝申し上げます。

利用者の皆さんと一緒に、大切

に使わせていただきます。 

 

新ブックポスト 

の登場です 
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あかちゃんと楽しむ 
絵本とわらべうた 22 日(金) ★ 

時間：11:00～11:30  
対象：6 ヶ月～2 歳の子と保護者 
定員：6 組（定員を超えた場合は抽選）    
申込：1/15（金）までにメールで 
 

 

日 月 火 水 木 金 土 

12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 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 

31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 

 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 

 あかちゃんタイム   今月の特別なイベント 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 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 

31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 

 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜----年末・年始のため休館-------------------

----------- 

※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。 

＜休館日＞ 

  絵本とおはなしの会 9・16 日、2 月 6 日 
（全て土曜日） ★ 

時間・対象：11:00～ ２歳から 
14:00～ ４歳から 

申込：開催日の１週間前までにメールで（定員 10 名） 

 

あかちゃんタイム 7 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（出入り自由）  
内容：あかちゃん連れでも気兼ねなく図書館を利用できる

時間です。絵本選びもお手伝いします。 

絵本とおはなしの会 9 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 
内容：絵本の読み聞かせを行います 
 

本館 分館 

あかちゃんタイム 8 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（出入り自由） 
内容：あかちゃん連れでも気兼ねなく図書館を利用

できる時間です。絵本選びもお手伝いします。 

ひまわりおはなし会 20 日(水) 

時間：16:00～16:30 場所：キッズスペース  
対象：小学生 

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 

--------------＞ 

メールでのお申し込みは左の QR コードから、
または、h0301@city.wako.lg.jp へ直接お送
りください！ 

＜----年末・年始のため休館-------------------

----------- 
--------------＞ 

土曜えほんタイム 23・30 日 
（各土曜日）★ 

時間・対象者：11:00～ 2 歳から 
14:00～ ４歳から 

申込：開催日の１週間前までにメールで（定員 10 名） 

 

  子どもの科学「羊のおくりもの～カラフル 
フェルトボールと原毛の標本をつくろう～」 
2 月 13 日(土) ★ 

時間：10:30～11:30 
対象・定員：市内在住・小学生 12 名（抽選）   
申込：1/29（金）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、 
   本館（〒351-0114 本町 31-1） 
   へ郵送 
抽選結果：2/6（土）頃までに返信ハガキで 
     お知らせします 

ブックスタート日程変更のお知らせ 

1 月 21 日（木）に、もくれんハウスで

開催を予定していたブックスタートは、も

くれんハウスの移転に伴い、2月22日（月）

に日程が変わりました。 

お申し込みの際は、ご注意ください。 

 
○c 和光市 

和光市 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

「本の福袋」貸出します！ 
 5 日(火)から 

子ども向け、中高生向け、大人向けに、 
おすすめの本をまとめた『お年玉付き』 
の福袋です。 
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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 ～  

火災・地震保険とお金の本 石川 英彦∥著 自由国民社 339.5 本館 

ローリングストックで!防災にそなえるレシピ  オレンジページ 369.3 本館 

夜ふけに読みたい神秘なアイルランドのおとぎ話 長島 真以於∥監修 平凡社 388.33 本館 

あしなが蜂と暮らした夏 甲斐 信枝∥著 中央公論新社 486.7 本館 

いい白髪ケア、やばい白髪ケア 伊熊  奈美∥著 小学館 595.4 本館 

どんなに体が硬い人でもやわらかくなるラク伸びストレッチ なぁさん∥著 PHP 研究所 781.4 本館 

はじめてのソロキャン完全ガイド BE PAL 編集部∥著 小学館 786.3 本館 

わが家を最高の「モンテッソーリ園」にする 61 のメソッド キアラ ピローディ∥著 すばる舎 C379.9 本館 

猫だましい ハルノ 宵子∥著 幻冬舎 M ｱｶ 916 本館 

サブスクリプション 小宮 紳一∥著 創元社 Z675 本館 

アメリカの世紀と日本 ケネス B.パイル∥著 みすず書房 210.76          分館 

子どもが作る弁当の日 城戸 久枝∥著 文藝春秋 374.97          分館 

楽器の歴史 佐伯 茂樹∥著 河出書房新社 763.02         分館 

影に対して 遠藤 周作∥著 新潮社 913.6         分館 

ワクチン・レース メレディス ワッドマン∥著 羊土社 M493.82         分館 

～ 児童書 ～  

ゼロから楽しむ!プログラミング 1 小林 祐紀∥監修 小峰書店 007 本館 

国旗のほん  鈴木出版 288 本館 

警察署図鑑 梅澤 真一∥監修 金の星社 317 本館 

ウイルスって何だろう? 武村 政春∥監修 PHP 研究所 465 本館 

納豆の本 全国納豆協同組合連合会∥総監修 岩崎書店 619 本館 

ドラねこまじんのボタン 如月 かずさ∥作 偕成社 913 本館 

バスザウルス 五十嵐 大介∥著 亜紀書房 E 本館 

怪人二十面相 江戸川 乱歩∥作 講談社 913         分館 

コヨーテのはなし リー ペック∥作 徳間書店 933/ﾍﾟ                 分館 

しあわせなクレヨン 丸山 陽子∥作 BL 出版 E ｱｶ         分館 

～ ＹＡ ～  

法学を学ぶのはなぜ? 森田 果∥著 有斐閣 Y320.7 本館 

マナーはいらない 三浦 しをん∥著 集英社 Y901.30 本館 

この素晴らしい世界に祝福を!よりみち2回目! 暁 なつめ∥著 KADOKAWA Y913.6 本館 

創約とある魔術の禁書目録(インデックス)3 鎌池 和馬∥著 KADOKAWA Y913.6//3 本館 

<敵>と呼ばれても ジョージ タケイ∥著 作品社 Y778.25         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：（分館）新書コーナー C：紙芝居コーナー  

漫画アンケートにご協力をお願いします！ 

 
一年に一度だけの「漫画アンケート」を実施します。漫画のリクエストは通常受

け付けていませんので、ぜひ、この機会に「図書館においてほしい漫画」のアンケ

ートにご協力ください。 

 紹介いただいた漫画は、図書館の選書会議で購入の検討を行います。必ず購入す

るお約束ではありませんのでご了承ください。 

 ◆アンケート期間：1 月１８日（月）～１月３１日（日） 

 ◆アンケート用紙：本館・分館内に設置している用紙をご使用ください 

 ◆選定の原則：①すでに完結しているもの 

        ②評価の定まったもの（手塚治虫文化賞や日本漫画家協会賞の受賞など）   

        ③世代を超えて読まれているもの 
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市民図書館講座「よみうり回想サロン 

（11/25実施）のご報告 
読売新聞東京本社の山本淳一記者を進行役に迎

え、読売新聞製作ＤＶＤ『よみうり回想サロン』を

使い、昔の新聞記事などを題材にクイズや思い出話

で過去を振り返る「回想法」を体験していただきま

した。 

今回のテーマは昭和 30 年代。「三人娘」「フラフ

ープ」「三種の神器」など、 

当時の社会情勢や生活をテーマ 

に、様々な思い出話に花が咲き、 

会場は大いに盛り上がりました。 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

トロとコラボした展示、分館では「おススメ本Ｘ」や、幼児・小学生向

けの「ブックビンゴ」を行いました。 

また、おススメの本をポップに書いてシェア

する「ブックツリー」の企画には、両館とも、た

くさんの方が自分のお気に入りの本を紹介して

くれました。他の人が書いたポップに気になる

本はあったでしょうか？ 

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) 

◆和光市図書館ホームページ https://www.wakolib.jp 

 

○c 和光市 

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。 

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 
※坂下・南公民館図書室の開室時間は、平日9:00～17:00、土曜日13：00～17:00 

※中央公民館図書室の開室時間は、火曜日/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  

公民館図書室の開室
時間が、異なります。 

開室時間をご確認の
上、ご利用ください。 

クリスマス工作 

（12/5実施）のご報告 
講師に伴敏子氏をお招きして、松

ぼっくりのミニツリーを作成しまし

た。親子 5 組の参加者には、終始和

やかな雰囲気の中で楽しんでいただ

きました。 

プロジェクターを使用し、講師の

手元を鮮明に映したため、どの席か

らも作成過程が分かり、作業が効率

的に進行しました。参加者からは、

「かわいいミニツリーが作れ、うれ

しかった」、「親子で一緒に作成でき、

楽しいひと時を過ごせた」等の感想

があり、好評をいただきました。 

【分館】蔵書点検のご報告 
12 月 7 日（月）から９日（水）に蔵書点検

を行いました。蔵書点検とは、本が正しい位置
に並んでいるか、紛失した本や、汚れている本
がないか確認するための作業です。 
 点検の結果、10 冊の本が不明になっている
ことが分かりました。不明資料のリストは館内
に掲示し、図書館ホームページでもお知らせし
ています。お心当たりのある方は、図書館へご
返却ください。 

【本館・分館】読書月間イベント（10/23～11/25実施）のご報告 
新型コロナウイルスの影響で開催が中止とな

った「図書館まつり」に代わり、「読書月間」と

して本館・分館では、いろいろなイベントを行い

ました。 

本館では「お楽しみバッグ」の配布や、東京メ

子どもの科学 

（12/6実施）のご報告 
今回は、『おっと音の実験だ～おど

るヘビくんをつくろう～』がテーマ。

モノをたたいたり、こすったり、ふい

たりすると出る音。音の振動を確かめ

たり、真空中では音がどのように変わ

るのかを実験しました。 

最後に、紙コップの上でモールのヘ

ビがおどりだす“おどるヘビくん”を

作りました。子どもたちは、積極的に

取り組んでいる様 

子で、科学の不思 

議を楽しみながら 

学べました。 

小学生凧作り講座 

（12/13実施）のご報告 
和光市ゆかりの絵本作家で、凧研

究家でもある新坂和男さんの本に載

っている凧をベースに凧作りをしま

した。 

凧に好きな絵を描き、自分だけの

凧が完成しました。凧が完成した後

は、テラスで凧上げを楽しみました。 

参加者からは「楽しく作ることが

できた」、「新年に 

凧あげをする楽し 

みができた」など 

の感想をいただき 

ました。 

本館に新しいＣＤが 45点入りました！一部をご紹介します 
【クラシック】「THE GREATEST HITS」ルチアーノ・パヴァロッティ、 
  「このみち ～日本のうた 2～」幸田 浩子 
【ポピュラー】「GRAMMY ノミニーズ 2020」、「古関裕而全集」、

「MAP OF THE SOUL:7 THE JOURNEY」BTS、「STRAY 
SHEEP」米津玄師、「CEREMONY」KING GNU 

【その他】「それいけ!アンパンマン'20 ベストヒット」、 
「はじめの一歩 林家たい平落語集」、「ディズニー・ベ 
スト日本語版」、「アジア音楽入門」、「えいごであそぼ 
with Orton 2019-2020 ベスト」 

編集後記 初春のご挨拶を申し上げます。2021 年は、和光市図書館が策定した「第 2 次和光市図書館サービス計画 2018～2021」の折り返し地
点です。1 月 25 日（月）14 時から、図書館本館会議室で「令和 2 年度第２回図書館協議会」を開催し、令和 2 年度の図書館サービス計画取組状況

の中間報告等を行います。会議は傍聴ができます。ぜひ、お越しください。図書館を支えていただいている全ての方々と力を合わせ、本年もより一層
の充実した図書館サービスを提供できるよう努めてまいります。新しい年が明るく、平和な年となりますよう願いを込めて。＜令和３年１月発行＞ 


