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図書館だより 
和光市図書館 

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、分館はカウンター横と児童コーナーに展示しています。 

2月 
平成 29 年 

 

「強い身体をつくろう」（一般書） 
 

『はたらく人のコンディショニ
ング事典』岩崎一郎・松村和夏・
渡部卓 監修＜分類：M498.3＞  
「肩こり解消法」「禁煙ができな

い人とは…」「二日酔いになってし
まった時の対処法」「家事で脳を鍛
える」「いい人をやめてみる」など、
強いカラダ・ココロ・アタマをつ
くる方法やヒントが、わかりやす
くまとめられています。 
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今月のテーマ 

「バレンタイン」（児童書） 

 

 

 最近、体調を崩していませんか。料理本や医療健康情
報の本を読んで、ウイルスに負けない強い身体をつく
りましょう。 
 

2月 14日はバレンタインデー♥今年も女子はおかし作りにいそがしいのではないでしょうか。 

そんなあなたに、オススメの本をご紹介します！ 

 『お菓子の国のプリンセス』折原みと∥著＜分類：596＞ 

少女マンガ家でもある、折原みとさんが書いたおかし作りのこの本は、マドレーヌ

やブラウニーなど見た目もかわいく、作りやすいスイーツがたくさんのっています。

おかし作りの、参考にしてみてはいかがでしょう♥ 

 
 

○c 和光市 

本館 分館 

「気象・防災」（一般書） 

 

『東京防災』東京都総務局総合防災部防災管理課∥
編集・発行＜分類：369.3＞  

 おととし東京都民に無料配布され 
話題となった『東京防災』。都民で 
なくても、災害時や備えとして 
役立つ情報が満載です。 
災害発生時に役立つ、実用的な 

知恵や工夫も詳しく紹介されて 
いて、一読の価値ありです。 

 

本館 分館 

特別図書整理期間（蔵書点検）の休館について 

書点検 

 2月 10日(金)に下新倉分館で「気象・防災講座」を 
開催予定です。これを機に、家族みんなで変わり 
ゆく気象や災害、防災について話し合ってみませんか。 

平成 29 年 2 月 6 日（月）から 2 月 10 日（金）は、特別図書整理期間（蔵書点検）のため、 

図書館本館及び公民館図書室は休館・休室となります。（下新倉分館は、通常通り開館しています。） 

  ●休館期間中の図書館本館での予約資料の受取りはできません。 

  ●公民館受取りの予約資料は、通常通り受取りができます。（一度設定した受取り館の変更は出来ません） 

  ●貸出期間の延長は、通常通り行えます。（条件あり） 

  ●ブックポストは、通常通りご利用いただけます。 

＜貸出期間の変更＞ 

1 月 23 日（月）から 1 月 27 日（金）に図書館本館及び各公民館でお借りになった資料の返却期限は、 

2 月 11 日（土）となります。 ※これ以外の日にお借りになった資料の貸出期間は、通常通り 2 週間です。 

 ＜予約取り置き期間の変更＞ 

受取館  予約取り置き期間 

図書館本館 
 1 月 30 日（月）から 2 月 5 日(日) に予約資料の確保連絡があった場合、休館中のため  

 【受取り期間】 2 週間 

公民館図書室 
 1 月 30 日（月）から 2 月 5 日(日) に予約資料の確保連絡があった場合、受取り可能なため 

 【受取り期間】 1 週間 

ご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

 
蔵書点検とは、図書館の全資料を、専用の機器

で 1 点ずつ読み取り、行方不明の資料を探した

り、資料を正しい位置に戻したりする作業です。 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

本館イベントカレンダー 

日 月 火 水 木 金 土 

1/29 30 31 2/1 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 3/1 2 3 4 

 ブックスタート  絵本とおはなしの会 

  赤ちゃんと楽しむ絵本とわらべうた 

 赤ちゃんタイム  子どもの科学 

 子どものための読書会  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 

1/29 30 31 2/1 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 3/1 2 3 4 

 絵本とおはなしの会 

 今月の特別なイベント 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

絵本とおはなしの会 4 日・11 日 
18 日、25 日、3 月 4 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 2 日(木)、3/2(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 13 日(月)★ 

時 間：10:30～11:00 11:30～12:00 
対象者：平成 2８年 9 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 

絵本とおはなしの会 11 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 17 日(金) 

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

子どものための読書会 25 日(土)★ 

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（新倉小教諭） 
内 容：「鬼さん、全員集合！」をテーマにブックトーク

をしていただきます。  
申込方法：2 月 11 日（土）10 時～窓口又はお電話で 
 

子どもの科学 18 日(土)★ 

時 間：10:30～1２:00  
対象者：市内に住む小学生３０名 
お話をしてくれる人：坂口 美佳子先生（科学読み物研究会）  

内 容：結晶って○○でしょう～結晶ツリーを作ろう～  
申込方法：２月７日（火）までに往復はがきに住所・氏名・
連絡先・学校名・学年を記入の上図書館へ郵送 

本館 

分館 

気象・防災講座 10 日(金)★ 

時 間：14:30～16:00（約 90 分間）      
対象者：小学生（一般の方の入場可） 
場 所：下新倉分館会議室 
内 容：気象台から専門家を招いて、実験を 

交えながら、気象や災害についての 
くわしいお話をしていただきます。 

申込方法：2 月 1 日(水)から窓口又はお電話(048-
452-6011)で。 

＜-----蔵書点検のため休館----＞ ＜休館日＞ 

市民図書館講座『初心者のための農業 
座談会』 28 日(火)★ 

時 間：10：00～11：30 
対象者：一般 20 名程度 
講 師：市内の農家さん（清水誠一氏） 
内 容：市内の農家さんをお招きしますので、 

普段感じている農業に関する疑問等を聞いてみ
て、土に触れるきっかけを作ってみませんか？ 

申込方法：2 月 1 日（水）から窓口、お電話、メールで 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ～  

限りなく完璧に近い人々 マイケル ブース∥著 KADOKAWA 302.38 本館 

グーグルを驚愕させた日本人の知らないニッポン企業 山川 博功∥[著] 講談社 537.06 本館 

漫画で使えるストーリー講座 100 榎本 秋∥監修 エムディエヌコーポレーション 726.1 本館 

バッハインヴェンションこころの旅 杉浦 日出夫∥著 音楽之友社 763.2 本館 

ペンギンのバタフライ 中山 智幸∥著 PHP研究所 913.6 本館 

黒い司法 ブライアン スティーヴンソン∥著 亜紀書房 936/ｽ 本館 

0～5 歳子どもの味覚の育て方 とけいじ 千絵∥著 日東書院本社 C498.5 本館 

使えるかんたん iPhone 7/7 Plus完全(コンプリート)ガイドブック困った解決&便利技 リンクアップ∥著 技術評論社 I694.6 本館 

がんでも、なぜか長生きする人の「心」の共通点 保坂 隆∥著 朝日新聞出版 M494.5 本館 

現場で役立つ!セクハラ・パワハラと言わせない部下指導 鈴木 瑞穂∥著 日本経済新聞出版社 Z336.4 本館 

「100 分 de名著」名作セレクション NHK「100 分 de名著」制作班∥編 文藝春秋 028 分館 

プーチンの世界 フィオナ ヒル∥著 新潮社 312.38 分館 

楽うま和食塾 高井 英克∥著 主婦の友社 596.21 分館 

恋のゴンドラ 東野 圭吾∥著 実業之日本社 913.6 分館 

図解実家の「空き家問題」をズバリ解決する本 牧野 知弘∥著 PHP研究所 Z673.9 分館 

～ 児童書 ～  

仙台真田氏物語 堀米 薫∥著 くもん出版 289 本館 

いじめのある世界に生きる君たちへ 中井 久夫∥著 中央公論新社 371 本館 

航空会社図鑑 日本航空∥監修 日経 BP コンサルティング 687 本館 

試合で勝てる!小学生の柔道上達のコツ 50 朝飛 大∥監修 メイツ出版 789 本館 

雷を打ち負かした女の子 アイヌ民話撰集企画編集委員会∥企画監修 アイヌ文化振興・研究推進機構 929/ｶ 本館 

42 本のローソク 塚本 やすし∥作・絵 冨山房インターナショナル E-ｱｶ 本館 

かわ 加古 里子∥さく・え 福音館書店 E-ﾐﾄﾞ 本館 

輪切りで見える!パノラマ世界史 １～５ 羽田 正∥監修 大月書店 209//1-5 分館 

どきどき!プレゼントスイーツ Goma∥作 あかね書房 596 分館 

はしれ!ちんちんでんしゃ 後藤 英雄∥著 復刊ドットコム E 分館 

～ ＹＡ ～  

中学生・高校生の仕事ガイド 2017-2018 年版 進路情報研究会∥編 桐書房 Y366.29//17 本館 

上手な脳の使いかた 岩田 誠∥著 岩波書店 Y491 本館 

HM同好会 藤野 千夜∥作 理論社 Y913 本館 

スマート キム スレイター∥作 評論社 Y933/ｽ 本館 

小説ちはやふる 中学生編 1～4 末次 由紀∥原作 講談社 Y913.6 分館 
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C：子育て支援コーナー Ｉ：情報コーナー Ｚ：ビジネスコーナー M：医療コーナー E：絵本 Y：ヤングアダルトコーナー  

～市内中高生向けの講座を行います！～ 

日時：平成 29 年 3 月 20 日（月・祝） 

   13:00～14:40（休憩あり） 

場所：和光市図書館 会議室 

定員：15 名 

講師：榎本秋（えのもと あき）先生 

内容：「ストーリーの作り方」（予定） 

※申込みに関する詳細は 3 月号に掲載。 

  ＜榎本秋先生のプロフィール＞ 

1999 年より WEB プランニング、ゲーム企画などに

携わる。2000 年より IT・歴史系ライター、フリーで

の WEB プランニングの仕事を始め、2004 年以降ライ

トノベルの評論家として活躍中。ライトノベルだけで

なく日本史にも造詣が深い。 

専門学校の講師を務め、若手作家の育成に励むほ

か、本名の福原俊彦名義で時代小説も執筆している。 



 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

    

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 2 月 6 日～2 月 10 日は本館と公民館図書室の蔵書点検でご迷惑をおかけいたします。この 1 年で不明になってしまった本や違う場所に置
かれてしまった本などが、元の場所に戻る大切な作業ですので、ご理解のほどお願いいたします。蔵書点検明けの 2 月 11 日は、1 年で一番棚が整って
いる日になりますので、ぜひ図書館へお越しください！下新倉分館は本館の蔵書点検期間中も開館していますので、ご利用ください。分館での第 1 回目

の蔵書点検は、12 月初旬を予定しております。こちらも時期が近づきましたら、改めてお知らせいたします。   ＜平成 2９年 1 月 27 日発行＞ 
4/4 

○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。 

「トップアスリートと読書」展 
（1月実施）のご報告 分館 

 1 月 5 日から 25 日まで、オリンピ 
ック出場選手 9 名の方々に、自身の人
生観や選手生活に影響を受けた本を
ご紹介いただき、サインとともに展示
しました。来場者の方からは「オリン
ピック選手が和光市に関係があるこ
とを知らなかった」「トップアスリー
トも読書をしていることがわかった」
等、いろいろなお声をうかがうことが
できました。今後もいろいろな企画を
予定していますので、どうぞお楽しみ
に！ 

本の福袋（1月初めに実施）の 
ご報告 分館 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 月 5 日の新年の開館日に、「本の
福袋」を 29 セットご用意しました。
テーマだけが書かれて何が入ってい
るかわからない包みに、皆さん興味
津々のご様子。特に子ども向けの福袋
が人気でした。新たな本、作者との出 
会いを楽しんで頂けたでしょうか？ 

ブックスタートスタッフ 
養成講座（1月に実施）の 

ご報告 分館 

 下新倉分館で、全 3 回のブックス
タートスタッフ養成講座が行われま
した。「ブックスタートとは何か」と
いうお話から、実際に赤ちゃんとの触
れ合いに役立つ絵本やわらべうた等
を学んでいただきました。 
ブックスタートが、地域みんなで子

育てを応援する環境づくりの一端を
担っていることを知っていただき、皆
さんにとても熱い想いで受講してい
ただけました。 
ブックスタートボランティアにご

興味のある方、見学を希望される方
は、いつでも和光市図書館（本館）又
は下新倉分館へご連絡ください。 

 

子どものための読書会 

（1/２１実施）のご報告  本館 

今回は「豆のパワー大発見」と題し
まして、食べ物シリーズ第２弾！ 
松永節子先生によるブックトークが
行われました。 
読み聞かせの他に、大豆からでき

ている食品や、節分になぜ大豆をま
くのかなど、豆のパワーをクイズな
どをまじえて説明してくれました。  

分館  
かわいい布カレンダーが 

届きました！ 
図書館で布の絵本を作ってくださっ 

ている「和光布絵本の会ゆりかご」さ
んが下新倉分館に 
布のカレンダーを 
つくってください 
ました。あたたかみ 
のある素敵なカレン 
ダーで、月ごとに変 
わる絵も楽しみです。 
キッズコーナーに 

飾ってあります。 
ぜひ下新倉分館に 
見にきてください。 

分館  
下新倉小学校での朝の 

読み聞かせ活動の様子 

4 月に開校した下新倉小学校では、 

毎月 2 回、読み聞かせボランティアの
方々による朝の読み聞かせが行われて
おり、下新倉分館も協力させていただ
いています。いつも児童たちは熱心に
お話に耳を傾けています。 


