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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、分館は館内に入って左側に展示しています。 

 

「がん検診を受けましょう」（一般書） 
 

『112日間のママ』 清水 健∥著 
＜分類：916＞ 

妊娠と同時に乳がんが発覚した妻・
奈緒さん。出産するのか、それとも子
どもを諦めて治療に専念するのか。究
極の選択を迫られた夫婦が出した結論
は「家族３人で闘い抜くこと」でした。
関西の人気テレビキャスターである著
者が初めて明かす、「妻」が「母」とし
て生きた 112 日間を記した実話です。
切なくも、夫婦の深い絆に心があたた
かくなります。 
  

「熊（クマ）の本 猫（ネコ）の本 熊猫（パンダ）の本」（児童書） 

 

 

10 月は「がん検診受診率 50％達成に向けた集中キャンペーン月間」です。がんという病気
と検診のことを知っていただくために、保健センターとのコラボでおすすめの本を選びました。
あああああ 

あああああ 

 

本館 

『医者にがんと言われたら最初に読む本』 
中川 恵一∥著 ＜分類：494.5＞ 

 日本人の死因のトップ「がん」。その 
こともあり「死に至る病」というイメ 
ージがありますが、最近では早期発見 
ができれば治る病気だと言われています。 
予防する生活、検査方法、見つかった 

ら行うべきこと、がんの種類別治療法、 
共存する生き方など、「がん」について 
知りたいことが、わかりやすくまとめられています。実
際は「医者にがんと言われる前に読んでほしい本」だと
思います。読んでみてください。 

本館 分館 

10月 
2020
－００

分館 

『黒ネコジェニーのおはなし 1 ジェニーとキャットクラブ』 
エスター アベリル∥作・絵 松岡 享子∥共訳 張替 惠子∥共訳 ＜分類：933 ｱ＞ 

ジェニー・リンスキーは小さな黒いネコです。キャプテン・ティンカーと暮らしています。
はにかみやで奥手なジェニーが、勇気を出して行動するなかで友達を作り成長していく物語で
す。ジェニーの物語は 3巻まであります。 

図書館や市内保育園で、子どもたちのため

におはなし会を行っているボランティア団体

「和光絵本とお話の会」の皆さんが、「大人が

楽しむおはなし会」を開催します。 

あわただしい日常をはなれて、絵本の読み

語りや、素話（すばなし）など、ほっとする“お

はなしの世界”を楽しみませんか？ 

 

上野動物園に「パンダのもり」が完成しました。パンダって熊猫って書くんですよ。知っていましたか？
今月はそんな話題から熊と猫と熊猫が出てくる本を紹介します。 
 

 

和光市図書館は、「放送大学再視聴施設和光校」です（本

館のみ）。CDや DVDで放送授業を視聴しながら、自分

のペースで学んでみませんか？ 

５０種類を越える科目の中から、興味のある分野の科

目を学ぶことができ、大学卒業資格（学位）の取得を目

指す事もできます。キャリアアップや生涯学習、脳の活         

性化にもおすすめです。入学案内を配布し 

ています。ぜひ、ご活用ください。 

科目一例   

●健康長寿のためのスポートロジー 

●宇宙の誕生と進化 ●教育社会学概論 

●初歩からの数学   ●Webのしくみと応用 

科目の詳細は、図書館ホームページで！⇒ 

※新型コロナウイルス感染防止対策のため、当分の間は、
館内滞在時間２時間以内のご利用をお願いいたします。 

日時：１０月２４日（土） 
１４:００～１４:４０ 

場所：図書館本館 会議室 

対象：大人 

定員：１０名（定員に達した場合は抽選） 

申込み：10/17（土）までに、図書館本館

窓口、メール、電話で受付（連絡

先は４ページをご覧ください） 

 

大人が楽しむおはなし会 
放送大学の授業を無料で視聴できます！ 

読書月間イベント 
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ブックスタート 5 日（月）★ 

時間：①10:30～11:00 ②11:30～12:00 
対象者：2020 年５月生まれのあかちゃんと保護者 

対象月が中止となり参加できず、絵本を 
受け取ることができなかった方 

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、メール又は電話で 

絵本とおはなしの会 10 日（土） 

時間：11:15～11:45  
場所：キッズスペース 
対象者：幼児から小学校低学年 
定員：当日先着 6 名 

※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。 

 

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 

 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 

 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 

  

  

  
 

 ブックスタート  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 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜休館日＞ 

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 

 ブックスタート   絵本とおはなしの会 

 あかちゃんタイム  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 

  
 

  

 あかちゃんタイム  ひまわりおはなし会 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

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 

絵本とおはなしの会 3 日・10 日・17 日 
（全て土曜日）★３日午後は世界おはなしめぐり 

時間・対象者：11:00～２歳から 
14:00～４歳から 

申込方法：１週間前までにメールで（定員 10 名） 

あかちゃんタイム 1 日（木） 

時間：10:30～11:30  場所：キッズルーム 
対象者：乳幼児と保護者 
あかちゃんを連れて気兼ねなく図書館を利用できる 
出入自由な時間です。絵本選びのお手伝いもします。 

 

本館 

土曜えほんタイム 31 日（土）★ 

時間・対象者：11:00～2 歳から／14:00～４歳から 
申込方法：１週間前までにメールで（定員 10 名） 

 

＜休館日＞ 

絵本の世界を楽しもう 4 日（日）  
絵本の読み聞かせと、動く「はらぺこあお 
むし」を折り紙で作ろう！    

※申込みは締め切りました。 
時間：10:00～11:00  
対象者：４歳以上の子どもと保護者 
定員：４組（抽選） 

子どもの科学 17 日（土）偏光板であそ 
ぼう～色が変わるステンドグラスをつくろう～  

※申込みは締め切りました。 
時間：14:00～15:00  
対象者・定員：市内在住の小学生９名 
講師：坂口美佳子（科学読物研究会） 

ひまわりおはなし会 21 日（水） 

時間：16:00～16:30 場所：キッズスペース  
対象者：小学生     定員：当日先着 6 名 

あかちゃんと楽しむ 
絵本とわらべうた 16 日（金） ★ 

時間：①10:30～11:00 ②11:15～11:45 
※完全入れ替え制 

対象者・定員：6 か月～2 歳の子と保護者６組      
※定員を超えた場合は抽選になります 

申込方法：1 週間前までにメールで 
 

あかちゃんタイム 9 日（金） 

 時間：11:00～11:30   
対象者：乳幼児と保護者 
あかちゃんを連れて気兼ねなく図書館 
を利用できる出入自由な時間です。 
絵本選びのお手伝いもします。 

 

分館 

ブックスタート 27 日（火）★ 

時間：11:00～11:30 
対象者：2020 年３月から５月生まれの 

あかちゃんと保護者 
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、メール又は電話で 

世界おはなしめぐり 3 日（土）★ 

世界の民話を「すばなし」で楽しみましょう！ 
時間：14:00～  対象者：６歳～大人まで 
申込方法：１週間前までにメールで（定員 10 名） 
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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 ～  

ソロモン諸島でビブリオバトル 益井 博史∥著 子どもの未来社 019.9 本館 

ツタンカーメン黄金の秘宝 ザヒ ハワス∥著 河出書房新社 242.03 本館 

Q&A でわかる令和 2 年度税制改正・新型コロナ対策税制の実務 宮森 俊樹∥著 中央経済社 345.1 本館 

昆虫のとんでもない世界 丸山 宗利∥監修 平凡社 486 本館 

野菜たっぷり具だくさんの主役サンド 150 エダジュン∥著 誠文堂新光社 596.63 本館 

都道府県別ご当地ソング大百科 合田 道人∥著 全音楽譜出版社 767.8 本館 

あなたに会えて困った 藤崎 翔∥著 双葉社 913.6 本館 

ドクターM 海堂 尊∥著 朝日新聞出版 B913.68 本館 

子育てベスト 100 加藤 紀子∥著 ダイヤモンド社 C379.9 本館 

Zoom基本&便利技 マイカ∥著 技術評論社 I007.35 本館 

いま、子どもの本が売れる理由 飯田 一史∥著 筑摩書房 023.1 分館 

中年格差 橘木 俊詔∥著 青土社 367.7 分館 

動画でわかるカット割りの教科書 藍河 兼一∥著 玄光社 778.4 分館 

枕詞はサッちゃん 内藤 啓子∥著 新潮社 B911.52 分館 

AI の導入を考えはじめたら読む本 坂田 岳史∥編・著 同友館 Z336.57 分館 

～ 児童書 ～  

科学の実験 ガリレオ工房∥指導・監修 小学館 407 本館 

ひろった・あつめたぼくのマツボックリ図鑑 盛口 満∥絵・文 岩崎書店 478 本館 

もののけまもる森 藤原 幸一∥写真・文 ポプラ社 650 本館 

音楽が楽しくなる 関 和之∥マンガ・イラスト 旺文社 760 本館 

ブラック保健室は知っている 藤本 ひとみ∥原作 講談社 913 本館 

カメレオンのかきごおりや 谷口 智則∥作 アリス館 E ｱｶ 本館 

まっている。 村上 康成∥作 講談社 E ｱｶ 本館 

小学校では学べない渋沢栄一のやりぬく力 齋藤 孝∥著 KADOKAWA 289 分館 

エルシーと魔法の一週間 ケイ ウマンスキー∥著 評論社 933/ｳ 分館 

びんにいれたおほしさま サム ヘイ∥文 主婦の友社 E ｷ 分館 

～ ＹＡ ～  

里親家庭で生活するあなたへ 山本 真知子∥著 岩崎学術出版社 Y369.43 本館 

なぜ学ぶのか 板倉 聖宣∥著 仮説社 Y404 本館 

もっと知りたい!「科学の芽」の世界 PART6 永田 恭介∥監修 筑波大学出版会 Y404//6 本館 

ビブリア古書堂の事件手帖Ⅱ 三上 延∥著 KADOKAWA Y913.6 本館 

文字の読めないパイロット 高梨 智樹∥著 イースト・プレス Y289.1/ﾀ 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：新書コーナー C：紙芝居コーナー 

９月１９日（土）に、図書館本館会議室で、「ビブリオバトル」

を開催しました。 

今回のチャンプ本は「神様のカルテ」に決定しました。 

どの本も読んでみたくなる素晴らしい発表でした。 

ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。 

来年も開催予定なので、楽しみにしていてくださいね♪ 

ビブリオバトルを開催しました 
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「子育てに役立つ動画」に 

新しいわらべうたが登場です！ 

 わらべうた「ちょち ちょち あわ
わ」が、ホームページ「子育てに役
立つ動画」に加わりました。 
 和光市図書館でボランティア活動
を行っている方が、実演してくださ
っています。 
 ぜひ、ご自宅で 
お子さんと一緒に 
楽しんでください。 
 

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・土・日・祝日 
9:30～20:00（当面の間） 
【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 
※坂下・南公民館図書室の開室時間は、火曜日/土曜日 13:00～17:00 

※中央公民館図書室の開室時間は、10月から火曜日/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  

◆ホームページ https://www.wakolib.jp 

 

 

編集後記 市のイメージキャラクター「わこうっち」の誕生日が１０月３１日なのをご存じですか？今年、和光市は 10月 31 日に市制施行 50 周年を
迎えます。昭和１８年に新倉村と白子村が合併し大和町が生まれ、昭和４５年１０月３１日に大和町から和光市になりました。新市名は公募で決まりま

したが、全国からたくさんの応募が寄せられ、応募者の中には「和光さん」という苗字の方がいたという話も…。「和光」は、平和、栄光の象徴。市が
明るく住みよいまちに躍進するようにという願いが込められています。当時の熱意と活気を令和にも繋げていきたいです。＜令和２年 10月発行＞ 

 

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いては、ホームページをご覧ください。 

図書館協議会（8/31（月） 
実施）のご報告 

８月３１日（月）、図書館本館
で令和２年度第１回和光市図書
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（令和元年度）の取組状況及
び評価について諮問しました。 
 令和元年度は、新型コロナウ
イルスの影響により、予定通り
に実施できない事業が複数あり
ました。 
 当日の審議結果を踏まえた答
申内容は、来月以降の図書館だ 
より、また、和光市ホームページ
に掲載します。 

教科書にのっている本 
コーナーが新しくなりました。 
 学習指導要領が新しくなり、小学
校の教科書も改訂されました。 
それに伴い、国語の教科書に掲載

されている本を集めた棚「教科書に
のっている本」コーナーを新しく入
れ替えました。 
掲載している学 

年を、本の背表紙 
に貼ってあります。 
ぜひご利用ください。 

 
 

読書月間イベント開催のお知らせ 

新しい「ひとハコ図書館」 
の展示が始まりました！ 

 第３回「ひとハコ館長」は、「わこ
うプレーパーク」さん。テーマは「子
どもの遊び場・居場所づくり」です。 
 ひとハコ館長おすすめの本のほか、
活動の様子なども展示しています。   
 展示コーナーは、貸 
出カウンター前の特設 
ワゴンです。ひとハコ 
図書館長に興味がある 
方は、ぜひご応募を！   

第四小学校訪問 
（9/15（火）実施）のご報告 
第四小学校の２年生を訪問しました。

生活科「みんなでつかう まちの しせつ」
という学習単元です。図書館の使い方に
ついての紙芝居や、和光市図書館の案内、
皆さんからの質問にもお答えしました。 
例年であれば図書館に見学に来ていた

だいていますが、今回は新型コロナウイ
ルスの影響で、【お届け講座】という形で
実施しました。 
図書館に来たことがあると手を挙げて

くれた子は半分くらいでした。今日の学
習で図書館の 
使い方をマス 
ターしたと思 
いますので、 
ぜひ遊びにき 
てくださいね。 
 

©和光市 

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。 

10月 27日～11月 9日は「読書週間」です。図書館では、「読書週間」に

ちなんで、以下の通りイベントを開催します。ぜひご参加ください。 

■テーマ：「ＧＯ ＴＯ ブックトラベル 

    ～図書館まつりは中止になったけど、何もやらないなんて言ってない～」 

■期 間：10月 23日（金）～11月 25日（水） 

■場 所：図書館本館、下新倉分館 

※詳細は、図書館だより 11月号、図書館ホームページ、広報わこう等をご覧ください。 

【下新倉分館】のイベント 

・「おすすめ本 Ｘ
えっくす

」おまけ付♪ 

・「ブックツリー」 
みなさんのおすすめの本は何ですか？ 

・「ブックビンゴ（小学生用／ 
３～６歳用）」 
達成者はわこガチャを回せます！ 

【本館】のイベント 

・「東京メトロ」展示コーナー設置 

・「大人が楽しむおはなし会」 
詳細はトップページをご覧ください。 

・「お楽しみバッグ」雑誌付録引換券付♪ 

・「ブックツリー」 

・「写真展示」 

和光市 
ホームページ 
「図書館協議会」 ひとハコ図書館 

https://www.wakolib.jp/

