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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、分館は自動ドア入ってすぐ左手に展示しています。 

 

「元号が変わります」（一般書） 
 

『元号 全 247総覧』 
山本 博文∥編＜分類：210.02＞  

元号についてニュースで取り上げ
られていますが、これまでの元号はど
のくらい思い出せますか？ 
 この本では、大化から平成に至るす
べての元号について、改元理由、その
時代に起きた主な出来事などを解説
しています。 
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「いろいろ一年生」（児童書） 

 

 

 １９８９年から始まった「平成」も、２０１９年
４月末で終わります。この機会に日本の歴史やニ
ュースを振り返ってみましょう。 
 

春は入園や入学、進級など、新しいことが始まる季節です。そんな季節にピッタリの、
【はじめて】を書いた本や、新しい生活に役立つ本を集めてみました。 

『ぷぷぷうプウタは一年生』神沢利子∥さく 久本直子∥え＜分類：913.6＞ 

 こぶたのプウタは、運動がにがて。なにをやっても目立たないチビのプウタがある日、かっこいい 

ところを見せたくて、てつぼうをやってみたけれど……。 

ほかの子みたいにいちばんになれるものがなくて、自分に自信が持てないプウタ。そんなプウタは、

自分のいいところに気づくことができるかな？親子で一緒に読んでほしい１冊です。 

本館 分館 

『はじめての料理のことば』 
アスペクト∥編＜分類：596＞  

 インターネットのレシピサイトが
盛んになり、なれない者がちょっと
レシピを調べて作ろうとすると、 
その種類の多さやことばの定義も 
それぞれで混乱してしまいます。 
そんなときはこの本が役に立ちま
す。料理のことばの交通整理として
一度目を通しておくと迷いも減少し
ます。 

本館 分館 
  
 
 
 
 
 
 
 

「（一般書）「はじめの一歩」 
  新年度のはじまる月です。1月 1日から 3日坊主で
終わった方も、もう一度はじめてみませんか！ 
 

 

４月 
2019 

○c 和光市 

和光市 

10:00～ オープニングセレモニー 
受付で子ども達に 1 人 1 枚整理券を配付します。（先着 160 名） 
★のイベントは整理券を持っていれば無料で 1 回利用できます。 

図書館下新倉分館主催のイベント 

10:10～12:30 バルーン配付★ 

子ども向けおはなし会 
 (1)10:20～10:50 和光絵本とお話の会 

 (2)11:00～11:40 ひまわり倶楽部 

＆大和中学校生徒有志 

12:00～12:30 雑誌の付録のくじ引き 
※15 分前から整理券を配布します。 

児童館・学童クラブ主催のイベント 

10:00～12:00 駄菓子（学童クラブ）★ 

10:00～12:30 お楽しみ屋台♪ やきそば（一新会）★ 

軽食販売♪ パン＆ドリンク（すまいる工房） 

10:15～10:45 マジックショー 

11:00～11:30 戦隊ショー 

「彩光戦士サイセイバーショー」 

第３回ふれあいまつり 

 

★ふれあいまつり終了後は・・・「図書館でボードゲーム」（14:00～16:00） 
を下新倉分館内で開催します。出入り自由ですので、ぜひ親子でお気軽にご参加ください♪ 

https://www.amazon.co.jp/%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%AE%E6%96%99%E7%90%86%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%B0-%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%AF%E3%83%88%E7%B7%A8%E9%9B%86%E9%83%A8/dp/4757217749/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1552970483&sr=1-1


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

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

５ ６ ７ ８ ９ 10 11 

 ブックスタート  絵本とおはなしの会 

 赤ちゃんタイム  土曜えほんタイム 

  あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた 

 本と雑誌のリサイクル 

 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 

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

５ ６ ７ ８ ９ 10 11 

 絵本とおはなしの会 赤ちゃんタイム 

  あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた 

 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＞ 

絵本とおはなしの会 

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 ４日(木)・5 月 2 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 22 日(月)★ 

時 間：①10:30～11:00 ②11:30～12:00 
対象者：2018 年 11 月生まれの赤ちゃんと 

その保護者の方 
持ち物：母子健康手帳、絵本を持ち帰るための袋 
申込方法：前日までに窓口又は電話で 

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 19 日(金) 

時 間：①10:30～11:00 ②11:15～11:45 
対象者：6 ヶ月くらい～2 才 

    ①と②は同じ内容で入れ替え制になります。 

本館 分館 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

土曜えほんタイム 27 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 

あかちゃんと楽しむ 
絵本とわらべうた 9 日(火) 

時 間：11:00～11:30 対象者：6 ヶ月くらい～2 才 

 あかちゃんタイム 26 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 
出入り自由ですので、お気軽にお越しください。 

 ひまわりおはなし会 17 日(水) 

時 間：16:00～16:30 
場 所：キッズスペース 対象者：小学生 

29 日(月・祝) 
詳細は 1 ページ目をご覧ください。 

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 

本と雑誌のリサイクル 28 日(日) 

時 間：9:40～11:00 
対象者：どなたでも 
除籍した本や雑誌を１人１０冊まで無料で差し上げます。 
 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ ＜休館日＞ 

本館の土曜日の 
おはなし会に関するお知らせ 

２０１９年４月から、土曜日のおはな

し会が変わります。 

今までどおり、第１～３土曜日は 

「和光絵本とお話の会」さんによる 

「絵本とおはなしの会」ですが、第４ 

土曜日は図書館職員と個人ボランティ

アによる「土曜えほんタイム」になりま

す。時間や対象年齢は変わりませんの

で、ぜひ遊びにいらしてください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ～  

武器としてのビジネススキル 船ケ山 哲∥著 PHP 研究所 159 本館 

これでいいのか埼玉県 松立 学∥編 マイクロマガジン社  302.13 本館 

東京格差 中川 寛子∥著 筑摩書房 365.3 本館 

絵でわかる日本列島の地形・地質・岩石 藤岡 達也∥著 講談社 454.91 本館 

50 過ぎたら、お金は賢く、心はぜいたく 沖 幸子∥著 祥伝社 590 本館 

働く男 星野 源∥著 文藝春秋 772.1 本館 

1R1 分 34 秒 町屋 良平∥著 新潮社 913.6 本館 

朝 10 分!中高生のラクチン弁当 320 食のスタジオ∥著 学研プラス 596.4 本館 

私をがんから救った 8 つの知恵 増田 昭子∥著 日東書院本社 M ｱｶ 916 本館 

コミュ力ゼロからの「新社会人」入門 渡瀬 謙∥著 インプレス Z336.47 本館 

大江戸武士の作法 小和田 哲男∥監修 G.B. 210.5 分館 

知ってるのに思い出せない平成まとめクイズ BLOCKBUSTER∥編 永岡書店 210.76 分館 

どこまで OK?がすぐわかる!冠婚葬祭の新マナー大全 笹西 真理∥監修 成美堂出版 385 分館 

声優道 声優グランプリ編集部∥編 主婦の友インフォス 772.1 分館 

<女流>放談 イルメラ 日地谷=キルシュネライト∥編 岩波書店 910.26 分館 

～ 児童書 ～  

ボク、もぐらんぴあ 朝日小学生新聞∥著 朝日学生新聞社 480 本館 

中華まんのひみつ 北神 諒∥まんが 学研プラス 588 本館 

かこさとしあそびの大事典 大宇宙編 かこ さとし∥絵と文 農山漁村文化協会 781 本館 

お出かけは<13 日の金曜日> 赤川 次郎∥著 汐文社 913 本館 

うまれたよ!イカ 櫻井 季己∥写真 文 岩崎書店 E 本館 

すきですゴリラ アンソニー ブラウン∥作絵 あかね書房 E ｷ 本館 

恐竜あいうえお 黒川 みつひろ∥作絵 小峰書店 E ﾋﾟﾝ 本館 

最新!リサイクルの大研究 田崎 智宏∥監修 PHP 研究所 518 分館 

きみにもできる!恐竜おり紙 荒木 一成∥監修 童心社 754 分館 

おねえちゃんって、ほーんとつらい! いとう みく∥作 岩崎書店 913 分館 

～ ＹＡ ～  

図解でわかる 14 歳から知る影響と連鎖の全世界史 インフォビジュアル研究所∥著 太田出版 Y209 本館 

NSCA 高校生のための体力トレーニングマニュアル NSCA ジャパン∥編著 ベースボール・マガジン社 Y780.7 本館 

コンビニたそがれ堂 猫たちの星座 村山 早紀∥著 ポプラ社 Y913.6 本館 

お嬢様は吸血鬼 高山 ちあき∥著 集英社 Y913.6 本館 

黒板アート甲子園作品集 日学株式会社∥総監修 日東書院本社 Y720.8   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・闘病記コーナー 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  

 新しくご入学のみなさま、おめでとうございます！ 

みなさま、突然ですが桜と言えば入学式のイメージですか？それとも卒業式でしょう

か？かつて満開の桜の中で入学式というのが一般的なイメージでしたが、今は満開の桜

は卒業式のイメージとなりつつあるようです。気象庁が公開している「さくらの満開日」

で「東京」の桜の満開日の推移を見てみると、昭和 28 年から昭和 63 年までの 36 年

間で 3 月中に桜が満開となった年は 3 回だったにもかかわらず、平成元年から平成 30

年までの 30 年間では 14 回となっています。このような桜の開花記録から地球温暖化

の影響や、過去や現在の気候の変化を研究する人もいるようです。 

これからの桜の満開となる時期は入学式でしょうか、卒業式でしょうか。ぜひみなさ

まの学校の桜に注目してみてくださいね♪ 

「はたら∥著 

～満開の桜と入学式～ 

『環境に挑む歴史学』 

水島 司∥編 勉誠出版 



 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

    

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 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 です。 
※予約取り置き期間最終日の受け取り時間は 17:00 までになります 

 
◆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 例年、4 月は多くの人にとって“はじまりの季節”ですが、今年の 4 月は平成最後の 1 か月、大きな“終わりの季節”でもあります。 

「平成」は災害の多い時代となりましたが、戦争がなかったという意味では平和な時代でした。皆さまにとって「平成」はどんな時代だったでしょうか？
ぜひ自分の歩んだ平成の日々と照らし合わせて、本館一般書のテーマ展示をお楽しみください。そして次の元号の時代も、戦争のない平和な時代が続く 
よう祈り、努め、私たち大人一人一人が子どもたちにその大切さ、尊さを伝えていきたいですね。＜平成３１年３月発行＞ 
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○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。 

図書館協議会が開催されました 

第２次和光市図書館サービス計画の進行管理及び評価表についてご審議いただきました。評価は図書館の活動をどの 
ように活性化していくかということが目的のため、評価の後、次年度にどう活かされたかがわかるようにした方が良い 
とのご意見をいただきました。また「和光市図書館管理運営規則の一部改正について」「館内未活用資源利活用検討 
プランに基づくアンケ－ト調査結果について」をご報告しました。 

闘病記コーナーのリニューアル 

 闘病記コーナーには、本人や家族が病気とどのように 
向き合ってきたのかという記録や手記を綴った本を置いて
います。この度、闘病記コーナーの本に見出しをつけるこ
とで分類ごとに探しやすくなりました。 
医療コーナーの本と併せてご利用ください。 

市民図書館講座「和光市図書館とビジュアル 

コミュニケーション（2/28）のご報告 

講師に柳瀬寛夫先生をお招きしました。前半は、スライド 
で講師が設計された図書館の紹介や、 
ビジュアルコミュニケーションに 
ついて学びました。後半はグループ 
に分かれて館内を利用者の目線で 
回り、気が付いたことや改善できる 
事を発表しました。 

子どものための読書会「うれしいな 春」 

（3/16）のご報告 
今回は「うれしいな 春」というテーマで、松永節子先生が

タンポポやつくし、さくらの本、おひなさまの作り方を紹介 
した本など、たくさんの春に関する本を紹介してください 
ました。参加したみなさんは本の世界に 
入り込んで楽しんでいました。紹介した 
本とリストは、本館児童コーナーにあり 
ますので、ぜひ見に来てください。 
 

子どものための読書会「不思議が いっぱい」 

（3/2）のご報告 
子ども達は、先生が次々に紹介するおもしろい本や楽しい

本、そしてちょっとこわい本など、１冊１冊夢中で聞き入って
いました。簡単な体操や工作のコーナーも 
あり、とても楽しんでいました。会が終わる 
と紹介された本を次々に手に取り、借りて 
帰りました。次回もみなさん楽しみにして 
いてくださいね。 

市民図書館講座「江戸落語入門  

～落語で学江戸の町～」（3/16）のご報告 
今回は和光市にお住いの作家、 

湯川博士（ひろし）氏を講師に 
お招きし、落語の「大工調べ」と 
その背景となる江戸の町のしくみ 
についてお話いただきました。 
また落語の実演もあり、会場は 
笑いにつつまれました。 

「和光布絵本の会ゆりかご」さんが 
和光市教育委員会表彰を受賞されました 

平成 19 年に図書館主催の布絵本づくり講座に参加 
されたみなさんで結成した会が 11 年目を迎えられました。
それまで和光市図書館にはなかった「布の絵本」を手作り 
してくださったおかげで、今ではたくさんの布絵本を 
子どもたちが楽しむことが 
できます。 

一針一針丁寧に作られた 
布絵本は和光市図書館の 
財産です。今後ともよろ 
しくお願いいたします。 


