平成 28 年

7月
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寄贈本募集中！

下新倉分館

和光市図書館下新倉分館は、今年の 11 月 3 日（木・祝日）の開館に向けて、現在準備作業を行って
います。下新倉分館の図書館資料の充実にご協力いただきたく、図書の寄贈を受け付けています。
◎ご寄贈をお願いしたい資料
・地域資料（和光市に関する本や地図など）
・新しい本（発行されてから 1 年以内）や、発行後 1 年を経過したものでも状態が良いもの。
【ご注意いただきたいこと】
１．ご寄贈いただいた図書の取扱いについては、図書館に一任ください。
２．ご寄贈後の返却やお問合わせには対応いたしかねます。
３．次のものは受け取りできません。
雑誌、マンガ、カタログ、百科事典、参考書、問題集、全集で欠本のあるもの
汚破損のあるもの、書き込みのあるもの、視聴覚資料
４．蔵書とならなかった資料は、リサイクル又は破棄させていただきます。
５．図書資料は、「和光市図書館資料収集方針」に基づき選定します。

ご理解、ご協力
おねがいいたします！
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なお、図書や書架等を新規に購入して寄贈していただける場合は、事前に和光市図書館下新倉分館（048-452-6011）
又は和光市図書館本館（048-463-8723）までご相談ください。ぜひご理解、ご協力をお願いいたします。

今月のテーマ

今月のテーマ展示の紹介です。新着コーナー横と児童コーナー
にあります。どうぞご利用ください。

「暑い夏を乗り切ろう」＆「１８歳選挙権」（一般書）
暑い夏におすすめのレシピや涼しさを感じる本を集めました。猛暑に負けず夏を乗り切り
ましょう。また、7 月 10 日は参議院議員選挙です。１８歳選挙権になってはじめての選挙
となります。大切なあなたの一票、ぜひ選挙に行きましょう。
『効く食材」で涼しくなる』
信川 敏子∥監修
＜分類：M498.58＞
伝統中医学の食養生の
考えに基づき、食事を
通して夏バテをせず
に過ごせるような食
生活が提案されています。

『１８歳からの民主主義』
岩波新書編集部∥編
＜分類：311.7＞
選挙って、何のために
あるの？ゼロからわかる
ポイントを、その道の達
人たちが、的を絞ってや
さしく解説しています。

「夏の虫」（児童書）
あなたは夏の虫と言ったら何を思い出しますか？カブトムシ、クワガタムシ、それとも
セミ？和光市にはまだまだ緑が残っています。この夏、虫を探しにでかけませんか。
ぶんるい

『むしのあいうえお』・今森光彦作 ＜分類：Ｅ-ﾐﾄﾞ＞
「五・七・五」のリズムで虫の特徴を紹介しています。虫の絵は切り絵ですが、切り絵
と思えないほど、細部まで表現されていて、今にも飛び出してきそうです。最後のページに
は、虫の説明もあります。昆虫の写真家でもある今森光彦さんの本です。
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7 月イベントカレンダー

ブックスタート 4 日(月)・25 日(月)★

7 月の休館日：14 日（木）、28 日（木）
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＜休館日＞
21
28

ブックスタート
ボランティア

時 間：10:30～11:00 11:30～12:00
対象者：7/4
平成 28 年 2 月生まれの赤ちゃんと保護者の方
7/25 平成 2８年 3 月生まれの赤ちゃんと保護者の方
持ち物：母子健康手帳、絵本を持ち帰るための袋、
絵本の引き換え券（４ヶ月健診のお知らせに同封）
申込方法：前日までに窓口又はお電話で
★ボランティアスタッフが絵本やわらべうたについて
説明をした後、絵本を１冊プレゼントします。

絵本とおはなしの会 9 日(土)・16 日(土)
時間と対象者：11:00～2 才くらいから
和光絵本と
14:00～４才くらいから
お話の会
※各時間帯 30 分ほどになります。
場所：キッズルーム
★絵本、大型絵本の読み聞かせや素ばなしなどを行います。ご家族
みなさんでどうぞ。くわしい内容はホームページをご覧ください。

＜休館日＞
4

夏休み子どもの集い
夏休み宿題教室
ブックスタート
絵本とお話の会
赤ちゃんと楽しむ絵本とわらべうた
赤ちゃんタイム
ワンダフルテイル
子どものための読書会
本と雑誌のﾘｻｲｸﾙ
今月の特別なイベント

あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた 15 日(金)
あゆみの会
時 間：①10:30～11:00 ②11:15～11:45
対象者：6 ヶ月～2 才
★あかちゃんと保護者の方を対象として、一緒に「わらべうた」や
「手遊び」をしながら楽しむおはなし会です。

赤ちゃんタイム 7 日(木)、8 月 4 日(木)
時 間：10:30～11:30
ひまわり倶楽部
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
★出入り自由のフリータイムですので、お気軽に遊びに来て下さい。

ワンダフルテイル 10 日(日)

第 7 回「ブックスタートボランティア」

ワンダークラブ
時 間：14:00～14:40
対象者：子どもから大人まで
★英語絵本の読み聞かせを行ったり、みんなで歌を歌ったりしま
す。楽しく英語の文化にふれてみませんか？

七夕おはなし会 2 日(土)

和光絵本と
お話の会

時間と対象者：11:00～2 才くらいから
14:00～４才くらいから
※30 分～40 分程度になります。
★年に一度の七夕おはなし会です。七夕にちなんだ絵本の読み聞か
せなどをお楽しみください。短冊をご用意してお待ちしています。

子どものための読書会 23 日(土)★

第 7 回目は「ブックスタートボランティア」
さんをご紹介します。
ブックスタートボランティアの皆さんは、
「ブックスタートボランティア養成講座」を修
了した方々で、現在９名いらっしゃいます。
毎月図書館で行われているブックスタートで、
読み聞かせや語りかけの大切さをお話しいた
だいたり、わらべうたを教えていただいたり
と、お母さん方の頼もしい先輩として活躍して
いただいています。
ブックスタートは、「０歳児に読み聞かせを
してわかるの？」「どんな絵本を選んだらいい
のかわからない・・・」そんなお母さんたちの
疑問にお答えします。本年度は平成２６年４月
以降生まれのお子さんが対象です。まだブック
スタートに参加されていない方は、一度ご連絡
ください。
和光市図書館は、多くのボランティアの方々に支えられてい
ます。このコーナーでは、ご活躍されているボランティアの
方々を少しずつご紹介していきたいと思います！

時 間：10：30～11：30
対象者：小学生 30 名
お話をしてくれる人：加嶋智恵子先生（市内小学校教諭）
内 容：「夏休みは本とともだち！」をテーマにブックトークを
していただきます。
申込方法：7 月 9 日（土）から窓口又はお電話で

本と雑誌のリサイクル 31 日(日)
時 間：9:40～11:00
除籍した本や雑誌を 1 人 10 冊まで無料で差し上げます。

時 間：10:30～11:00 （受付 10:15～）
対象者：平成 26 年 4 月以降生まれの赤ちゃんと保護者の方で、まだブックスタ
ートで絵本をもらっていない方
持ち物：母子健康手帳、絵本を持ち帰るための袋、
ブックスタート
絵本の引き換え券（４ヶ月健診のお知らせに同封）
ボランティア
申込方法：前日までに窓口又はお電話で
＜内容は通常のブックスタートと同じです＞

夏休み宿題教室 8 月 1 日（月）
、2 日（火）
夏休み子どもの集い 8 月 5 日（金）
、6 日(土)
詳細は、後日ホームページ、館内掲示、来月号の図書館だより等でお知らせします。
※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。2/4

新刊案内

－新着の一部です－
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タイトル

著者

～ 一般書 ～
「本の寺子屋」が地方を創る
21 世紀の戦争論
埼玉県の山
選択的夫婦別氏制
Q&A すぐわかる軽減税率
目で見てわかる最新介護術
科学の発見
森を食べる植物
俳句・川柳・短歌の練習帖
ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード
殉教者
残り者
わたしの容れもの
ネット炎上の研究
帯状疱疹の痛みをとる本
～ 児童書 ～
世界でいちばん貧しい大統領からきみへ
自由研究小学生
昆虫の探し方・飼い方大図鑑
出発進行!里山トロッコ列車
作文名人への道
オバケ屋敷にお引っ越し
世界一のランナー
このあとどうしちゃおう
ねこどけい
どうぶついろいろかくれんぼ
～ ＹＡ ～
書店・図書館で働く人たち
恋の相手は女の子
高校生からの統計入門
人生の答えは家庭科に聞け！
人類最強の純愛
Ｉ：情報コーナー M：医療コーナー

ヤングアダルト

（※分類記号順）
出版社

分類

和光市

「信州しおじり本の寺子屋」研究会∥著
半藤 一利∥著
打田 鍈一∥著
滝沢 聿代∥著
日本経済新聞社∥編
北田 信一∥著
スティーヴン・ワインバーグ∥著
塚谷 裕一∥著
坊城 俊樹∥監修
小路 幸也∥著
加賀 乙彦∥著
朝井 まかて∥著
角田 光代∥著
田中 辰雄∥著
本田 まりこ∥監修

東洋出版
文藝春秋
山と溪谷社
三省堂
日本経済新聞出版社
成美堂出版
文藝春秋
岩波書店
滋慶出版/つちや書店
集英社
講談社
双葉社
幻冬舎
勁草書房
講談社

016.21
210.7
291.34
324.87
345.7
369
402
471.76
911.30
913.6
913.6
913.6
914.6
Ｉ007.3
Ｍ493.87

ホセ・ムヒカ∥著
学研教育出版∥編
藤丸 篤夫∥著
かこ さとし∥作・絵
田中 定幸∥編著
富安 陽子∥作
エリザベス・レアード∥作
ヨシタケ シンスケ∥作
きしだ えりこ∥さく
いしかわ こうじ∥作・絵

汐文社
学研教育出版
PHP 研究所
偕成社
本の泉社
ひさかたチャイルド
評論社
ブロンズ新社
福音館書店
ポプラ社

289
407
486
686
816
913
933/ﾚ
E-ｱｶ
E-ｱｶ
O//E

戸田
室井
加藤
堀内
西尾

ぺりかん社
岩波書店
筑摩書房
岩波書店
講談社

Y024
Y367
Y417
Y590
Y913.6

恭子∥著
舞花∥著
久和∥著
かおる∥著
維新∥著

E：絵本 O: 大型絵本コーナー

Y：ヤングアダルトコーナー

ニュース

YA NEWS

～７月 オススメの一冊～

『
「悩み部」の焦燥と、その暗躍。
』
麻希 一樹∥著 分類：Y913
「５分後に意外な結末」シリーズの最新巻がついに図書館に！
おなじみ「悩み部」のメンバーたちが事件と悩みの解決に大活躍☆
ひとつひとつの話は短いので、すきま時間に読めちゃいます。
全２０篇どの話も、まさに「５分後に意外な結末」を迎えますよ！
シリーズを読んだことのない方にも、おすすめの一冊です♪
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※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。

図書館内でのマナーについてのお願い！！

CD アンケートを行います

図書館は、どなたでもご利用いただける公共施設です。
皆さんが気持ちよくお使いになれるようマナーをお守りください。

● 荷物や資料を置いての場所取り や、長時間の 離席は
お や め く だ さ い 。貴重品は必ず身につけて行動して
ください。長時間離席の場合は、他の方に席をお譲り
することがあります。
●指定の場所以外での飲食はしないでください。持込み可
能な飲み物は、ふたのあるもの（水筒やペットボトル）
に限ります。また、飲食コーナーは飲食専用の場所です
ので読書や自習はご遠慮ください。

【期間】2016 年 7 月 1 日(金)
～7 月 15 日(金)
ＣＤ購入に関するアンケートは年 2 回
行っています。今回は本年度第 1 回目
です。購入予定枚数は 60 枚の予定です。
みなさま のご意見を参考に購入させて
いただきたいと思ますので
ア ン ケ ート へ のご 協 力を
お願いします 。
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分館コラム Vol.2「分館に「閉架書庫」が入りました！」
和光市図書館下新倉分館は、11 月の開館に向けて着々と準備作業を行っています。
下新倉分館にはたくさんの書棚が設置される予定ですが、今回はその中の「閉架書庫」に
ついてご紹介いたします。「閉架書庫」は、
「開架」している一般の書棚とは違い、ご存じ
ない方も多いかもしれません。では閉架書庫とはどんな役割を持っているのでしょうか？
閉架書庫に収納される資料は、保存すべき資料や傷みやすい資料などです。今以上に痛みや
劣化が進まないように閉架書庫にしまい、長くみなさんに役立てていただくための大事 な
役割をもっています。もちろん、希望があれば閉架書庫に収納されている資料であっても
閲覧することはできます。
下新倉分館の閉架書庫は、全部で 7 台が 1 セットになっており、合計で 1 万冊程度の本を収納可能です。地味では
ありますが、重要な役割を持っている縁の下の力持ちの閉架書庫。ぜひ今後の活躍にご期待ください。

※下新倉分館は、11 月に開館予定です！

「大人のための朗読劇場」（5/29 実施）
毎 回 大人 気で ［朗 読の 会
あめんぼ］さんのファンも
多い「大人のための朗読劇場」
は１５回目を迎えました。
今回は３本のプログラムで
朗読をされましたが、その中
でも【トオリヌケキンシ】が
素晴らしかったとアンケート
で大好評でした。長編の朗読
でしたがあっという間に時間
が過ぎ、最後の感動シーンではすすり泣きを漏らす方もいました。
毎年２回行っており次回は１０月３０日（日）の予定です。
朗読の世界を楽しみに是非いらしてください。

「図書館シネマ」図書館サポーター企画（6/12 実施）
「～宮沢賢治生誕 120 年～ 銀河鉄道の夜と和光の鉄道」
宮沢賢治生誕 120 年記念に
ちなんで、「影絵劇 銀河鉄道の夜」の DVD 上映と、宮沢賢治
の詩の朗読や和光市の鉄道の歴史
についてのお話がありました。
参加者の方から「詩の朗読が
とてもよかった」「小説の内容を
知らなかったので、知れてよかった」
「鉄道関係の資料が面白かった」
などの声を頂きました。次回の
図書館サポーター企画、
図書館シネマは 12 月に行う予定です。
お楽しみに！
＊図書館サポーターとは図書館を応援するボランティアの方々です。

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

中央公民館図書室
坂下公民館図書室
南公民館図書室

和光市中央 1-7-27 TEL:048-464-1123 / FAX:048-464-0560
和光市新倉 3-4-18 TEL:048-464-5230 / FAX:048-461-3429
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 です。
※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 です。
※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
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◆ホームページ

http://www.wakolib.jp/

◆携帯電話用

https://www1.wakolib.jp/opac/wopc/pc/mSrv（2 月から変わりました！）

編集後記もうすぐ夏休み。休みの間に本をいっぱい読もう、と目標に掲げている方もいらっしゃるのではないでしょうか。和光市図書館では４月から小中学生向
けに読書通帳の配布を開始しました。２０冊読むと通帳がいっぱいになり認定シールをプレゼントするのですが、５月末時点ですでに 11 人（同じ子どもも含む）
が 20 冊を達成してシールを獲得しました。大人も負けていられませんね。本をたくさん読んで知識や心の栄養を蓄えましょう。＜平成 28 年 6 月 25 日発行＞
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