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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、分館は入口付近とカウンター横に展示しています。 

 

「鉄道の旅」（一般書） 
 

『わくわくがとまらない日本の鉄
道 77』鉄道の達人倶楽部∥編著＜
分類：686.21＞  
 忍者屋敷や生き物など、面白い駅
舎がたくさん掲載されています。ま
た、“〇〇に関しては日本で一番の
駅”も紹介されていて、読んでいて
わくわくすること間違いなしです。 

1/4 

今月のテーマ 

「読書通帳を始めてみませんか？」（児童書） 

 

 

10 月 14 日に、日本で初めて鉄道が開通（新橋

-横浜）し、「鉄道の日」と言われています。鉄道

に関する本を集めました。紅葉がきれいな季節、

電車に乗ってお出かけしませんか。 

 

 

和光市図書館で読書通帳を始めてから１６２冊の通帳がいっぱいになりました。な
んと７冊目という読書家の子もいます。みなさんが読んだ本の中からおすすめ度の高
い本を集めましたので、これをきっかけにあなたも読書通帳を始めてみませんか？ 

『世界一おもしろい数の本』ｶﾘｰﾅ･ﾙｱｰﾙ ﾌﾛﾗﾝｽ･ﾋﾟﾉｰ∥文 ｼﾞｮｼｬﾝ･ｼﾞｪﾙﾈｰﾙ∥絵 

南條郁子∥訳＜分類：410＞ 

感想：ぜんぶおもしろかった。 おすすめ度：★★★   （※読書通帳から抜粋） 

本館 分館 

『今日から使える大人の男のオシャ
レ塾』Hankyu MEN’S∥監修＜分
類：589.2＞  

 秋のファッションは女性だけでな
く、男性だって楽しめる！ 定番のア
イテムをカーディガンやベストなど
でアレンジ。着こなしに差がつくポイ
ントを伝授します。 

本館 分館 

Library News

図書館だより 
和光市図書館 

「本棚も色づく秋」（一般書） 
  紅葉も見ごろの時期、山だけでなく、図書館でも

秋色の本が読みごろです。ジャンルは色々、表紙が

赤や茶、黄色など秋色の本を集めました。ぜひ、図

書館での紅葉狩りを楽しんでみてください。 

 

○c 和光市 

和光市 

10/29 
(日) 

10/28 
(土) 

和 光 市 図 書 館 （ 本 館 ） に て

 

 今年のブックツリーのテーマ 

「好きな人と読みたい本」 
皆さんから募集した「好きな人 
と読みたい本」を紹介します。 
わくわくドキドキする本を大募集 
中！ 

<１日目 > １０月２８日(土) < ２日目 > １０月２９日(日) 

今年のブックツリーのテーマ 

「おとなに こどもに よんでほしい本」 

皆さんから募集した、おとなによんでほし
い本やこどもによんでほしい本を紹介し
ます。詳しくは、４ページをご覧ください。 

13：30～15：00（13：20開場） 

講演会 

「ニホニウム 113番  
新元素の発見」 

 

 

    

 

 

講師：森本 幸司 氏 

（理化学研究所 超重元素分析装置開発

チーム チームリーダー） 

【会議室プログラム】 
10：15～10：45 《ひまわり倶楽部》  
大型絵本・紙芝居・パネルシアター・ 
ハンドシアター 

11：00～11：30 《和光絵本とお話の会》 
絵本・お話・紙芝居・ペープサート 

13：00～14：00 《ワンダークラブ》 
英語絵本の読み聞かせ・うた 

14：30～16：00≪影絵サークルぺんぎん≫ 

影絵作り（受付 15：30まで 先着８０名） 

【キッズルーム】 
11:30～12:30/13:30～14:30 
（各回先着４０名） 

布絵本の展示・布絵本あそび・ 
フェルトのマスコットづくり 

 

【テラス】 
9：40～11：00  
本・雑誌のリサイクル     

11：30～11：50／14：00～14：20  
バルーンアート 

11：40～13：00  
雑誌付録のくじ引き（100名限定） 

（10：00 からテラスにて抽選券を先
着 100名に配布。ハズレくじあり） 

11：30～13：30  
軽食販売＆図書館カフェ 

11：30～15：00  
東京メトロこども制服撮影会＆輪投げ 
（参加されたお子さんにはメトログッズ
をプレゼント） 

12：00～14：30 古本市（販売） 
【図書館内】  
写真展示 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

本館イベントカレンダー 

日 月 火 水 木 金 土 

10/1 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 11/1 2 3 4 

 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 

 赤ちゃんタイム   

 今月の特別なイベント 
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＜休館日＞ 

※本館開催イベントで、場所の表記がない場合は、 
会議室で行います。 

★印のあるものは要予約。 

下新倉分館イベントカレンダー 

日 月 火 水 木 金 土 

10/1 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 11/1 2 3 4 

 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 

 ひまわりおはなし会      

 子どもの科学   今月の特別なイベント 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

絵本とおはなしの会７日・14 日 
21 日(全て土曜日) 

時間と対象者：11:00～2 才くらいから 
14:00～４才くらいから 

場所：キッズルーム 

赤ちゃんタイム ５日(木) 

時 間：10:30～11:30  
場 所：キッズルームくつぬぎスペース 
対象者：乳幼児とその保護者の方 

ブックスタート ２日(月)★ 

時 間：10:30～11:00 11:30～12:00 
対象者：
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、お電話、メールで 

絵本とおはなしの会 14 日(土) 

時 間：11:15～ 
対象者：幼児から小学校低学年 
場 所：キッズスペース 

＜休館日＞ 

あかちゃんと楽しむ 
絵本とわらべうた 20 日(金) 

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

本館 分館 

＜休館日＞ ＜休館日＞ 

図書館まつり 28 日(土)・29 日(日) 

１ページ目で特集を組んでいます。ぜひご覧ください。 

＜休館日＞ 

出張ブックスタート in 北子育て世代包括支援

センター 13 日(金)★ 

時 間：10:30～11:00（10:15 から受付） 
対象者：平成 26 年 4 月以降に生まれた赤ちゃんと保護

者の方で、過去のブックスタートに参加できな
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、お電話、メールで 
 

ひまわりおはなし会 18 日(水) 

時 間：16:00～16:30 
対象者：小学生 

あかちゃんと楽しむ 
絵本とわらべうた 12 日(木) 

時 間：11:00～11:30 
 対象者：6 ヶ月～2 才 

子どもの科学 14 日(土)★ 
～化石・ふしぎな石～ 

時 間：10：30～12：00 
対象者：市内在住の小学生 
定  員：30 名 
講 師：坂口美佳子先生（科学読物研究会） 
内 容：化石や岩石の違いなどを楽しく学びます。

そして、油粘土と石こうでアンモナイトの
レプリカもつくります！（お持ち帰りでき
ます。） 

申込方法：往復はがき（新料金）に①郵便番号、②
住所、③名前、④電話番号、⑤小学校名、
⑥学年をご記入の上、和光市図書館下新倉
分館（下新倉 5-21-1）まで郵送してくだ
さい（10 月 7 日必着）。結果は 10 月 10
日頃までに返信します。 

しもにいくらぶんかん de パンダ ６日(金) 

パンダ絵本の読み聞かせとてぶくろでパンダ工作 

時 間：15:30～ 
対象者：子ども～大人（先着２０名） 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ～  

もしも魔法が使えたら 星野 光世∥著 講談社 210.75 本館 

一生に一度は泊まりたい絶景ホテル アサヒカメラ編集部∥編 朝日新聞出版 290.9 本館 

市民後見入門 牧野 篤∥監修 誠信書房 324.65 本館 

それでも原発が必要な理由(わけ) 櫻井 よしこ∥著 ワック 539.09 本館 

文房具図鑑 山本 健太郎∥絵 文 いろは出版 589.7 本館 

文化財保存 70 年の歴史 文化財保存全国協議会∥編 新泉社 709.1 本館 

人生を味わう古典落語の名文句 立川 談慶∥著 PHP 研究所 779.13 本館 

もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら 神田 桂一∥著 宝島社 913.7 本館 

祖父母手帳 森戸 やすみ∥監修 日本文芸社 C599 本館 

3 ステップでしっかり学ぶ C 言語入門 朝井 淳∥著 技術評論社 I007.64 本館 

人間とロボットの法則 石黒 浩∥著 日刊工業新聞社 114.2 分館 

ヴィクトリア朝英国人の日常生活 [上][下] ルース グッドマン∥著  原書房 233.06 分館 

そこが知りたい! 日本の警察組織のしくみ 古谷 謙一∥監修 朝日新聞出版 317.7 分館 

戦う姫、働く少女 河野 真太郎∥著 堀之内出版 367.2 分館 

逆向誘拐 文 善∥著 文藝春秋 923.7 ﾌﾞ 分館 

「もしも」に役立つ! おやこで防災力アップ 今泉 マユ子∥著 清流出版 Ｃ369.3 分館 

～ 児童書 ～  

いくらかな?社会がみえるねだんのはなし １ 藤田 千枝∥編 大月書店 337 本館 

みんなの防災えほん 山村 武彦∥監修 PHP 研究所 369 本館 

どうぶつのからだ これ、なあに? 1～５ 泉 忠明∥監修 ポプラ社 481 本館 

ビジュアル日本の鉄道の歴史 １～３ 梅原 淳∥著 ゆまに書房 686 本館 

タイガー・ボーイ ミタリ パーキンス∥作  鈴木出版 933 ﾊﾟ 本館 

ペネロペのたのしいハロウィン アン グットマン∥げんさく 岩崎書店 E-ｱｵ 本館 

ロケット発射場の一日 いわた 慎二郎∥作 絵 講談社 E-ﾐﾄﾞ 本館 

窓をひろげて考えよう 下村 健一∥著 かもがわ出版 361 分館 

ばけバケツ 軽部 武宏∥作 小峰書店 E 分館 

仮名手本忠臣蔵 吉田 愛∥文 絵 講談社 E-ｵﾚ 分館 

～ ＹＡ ～  

ラブリィ! 吉田 桃子∥著 講談社 Y913  本館 

忍物語 西尾 維新∥著 講談社 Y913.6 本館 

探偵が早すぎる [上][下] 井上 真偽∥著 講談社 Y913.6 本館 

ウィッシュガール ニッキー ロフティン∥著 作品社 Y933/ﾛ 本館 

つまずきたくない人いまから挽回したい人のための高校の勉強のトリセツ  船登 惟希∥著 学研プラス Y375 分館 

 

YA NEWS  
ヤングアダルト  ニュース 
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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  

～10月 オススメの一冊～ 

家族を事故で失った環は大学を中退し、孤独な日々を送っていた。ある日、 
もらった自転車に導かれ、異世界に紛れ込んでしまう。そこには亡くなったはず
の家族が暮らしていた…。やがて事情により自転車を手放すことになった環は、
家族に会いたい一心で異世界まで自らの足で走りぬく決意をし、ランニングチ
ームに入ることになるが…。 

 
大切なものを次々と失い、本当に大切なものさえ見失いかけていた環が、失っ

たものを取り戻そうと走り始めます。1 人後ろ向きに生きる環が少しずつ前へ
走って行き、力強くなっていく姿に感動します！感涙の青春ストーリー。ぜひ読
んでみてください。あなたも走りたくなるかもしれません。 

 
『ラン』 森絵都//著 分類：Y913.6 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

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 毎年図書館まつりの古本市のため、本をご寄贈いただきましてありがとうございます。図書館では、図書館まつりの時期以外でも寄贈本をご

持参いただくことができますが、「発行から１年以内の本で汚損や破損がなく状態のよい本」をお願いしております。寄贈本の条件につきましては、ホ

ームページに掲載しておりますのでご覧ください。  ＜平成 2９年 10 月発行＞ 
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○c 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。 

市民図書館講座「相続関係を中心とした 

法律の調べ方」（9/9実施）のご報告 

本館 

「おとなに こどもに よんでほしい本 」を 
教えてください！ 

古本を集めています 
 

和光市図書館では、小学生・中学生を対象に、「読書通

帳」の配布をしています。「読書通帳」とは、銀行の預金

通帳のように、自分が読んだ本の履歴を記録しておく通

帳です。【本を読んだ日】【タイトル】【感想】【おすすめ

度】を 20 冊まで記録することができます。「読書通帳」

がいっぱいになったら、図書館で認定シールをプレゼン

ト＆わこガチャが 1 回できます。 

 

 

 

 

 

 読書通帳は市内図書館及び公民館図書室カウンターで配

付しているほか、図書館ＨＰからダウンロードすることも

できます。お金は貯まりませんが、頭と心にたくさんの知

識や感動が貯まります。ぜひご利用ください！ 

 

 

 

◎10 月 1 日から、大人用の読書通帳もはじまります 
みなさまからご要望が寄せられていた「大人用の読書通帳」

について、平成 29 年 10 月 1 日から配布を始めることとな

りました。認定シール等はありませんが、ご自身の読書記録の

備忘録にいかがでしょうか？ 

「読書通帳」を知っていますか？ 

 

和光市図書館まつり実行委員会では、古本市で売

る古本を集めています。ご自宅に古本がございまし

たら、ぜひお譲りください。ただし以下のものは受

付しませんのでご了承ください。 

 ・教科書・学習参考書・漫画等これらに類するもの 

・雑誌・地図・カタログ等これらに類するもの 

・特定の政治団体、宗教団体等の宣伝を記した資料 

・公序良俗に反する資料 

・その他著しく破損、汚損している資料 

★１０月１０日（火）までに図書館へお持ちくださ

い。売上は、東日本大震災の被災地へ寄付及び和

光市図書館の郷土資料の購入に充てさせていた

だきます。なお、売れ残った資料は整理させてい

ただきますのでご了承ください。 

 

10/28(土)、29(日)の 

図書館まつりでブックツリーを作成します。 

ブックツリーには、皆さまからお寄せいただいた本

の紹介カードを飾っていきます。 

館内に専用の用紙を用意していますので、記入

後、設置された回収ボックスへ入れてください。 

募集期間は、10/２９（日）の図書館まつり 

終了までです。皆さまからのたくさんのオススメ本

をお待ちしています！ 

 

８月３１日に「平成２９年度第 1 

回図書館協議会」が開催されました。 

新たに図書館協議会委員となられ 

た１０名の方に、教育長から委 

嘱書が交付されました。今回は主に、今年度策定予定の『第

2 次和光市図書館サービス計画』及び『第 3 次子ども読書活

動推進計画』についてご説明をし、委員のみなさまから、貴

重なご意見をいただきました。 

図書館協議会のご報告 

平本弁護士（中浦和弁護士事務所）には、
「もし自分が相続人になったらどうする
か」をテーマに、ご講義いただきました。 
また、第一法規株式会社の山内氏には、館

内で利用できる法情報データベースの操作
方法について解説いただきました。受講者
からは「一見難しいテーマですが、とてもわ
かりやすかった」と、大変好評でした。 


