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７月 
2020 

○c 和光市 

和光市 

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、分館は入口前に展示しています。 

『赤羽末吉 絵本への一本道』 
コロナブックス編集部∥編 

＜分類：726.60＞ 

赤羽末吉さんが初めて絵本を手がけ

たのは５０歳のときでした。２０代で満

州へ渡り、働きながら絵を描いていまし

た。スーホの白い馬の舞台となったモン

ゴルにも取材旅行で訪れたそうです。最

初に月刊絵本「こどものとも」が出版さ

れましたが、思うように書けなかったと

いうことで３年後に描き直したそうで

す。そんな裏話も載っている１冊です。 

 

『ことばのかたち』 
 おーなり 由子∥著＜分類：726.5＞ 

「海の日」（児童書） 

 

 

７月２３日は「海の日」です。いろいろな海の生きものに関する本や、海を舞台(ぶたい)に

した物語などを集めました。本を読んで、海の世界を楽しんでみてください。 

 『海がわかる 57のはなし』藤岡 換太郎∥著＜分類：452＞ 
海はどうやってできて今の海になったのか、というスケールの大きな話題から、「海水はなぜしょっぱい

のか」、「海はどれぐらい広くて深いのか」といった素朴な疑問まで、図やイラスト、写真を使ってやさし

く解説した本です。海のことを知り、学ぶためにおすすめの１冊です。 

 

本館 分館 

分館 本館 

絵本は子どもだけのものではありません。絵本を

開くと、普段ことばにできない想いや、スッとこころに

届くメッセージが見えてくることがあります。大人に

だからこそ伝わる絵本の世界を楽しんでください。 

「大人のための絵本」（一般書） 
今年は赤羽末吉さんの生誕 110 年です。名前を聞

いたことがなくても『スーホの白い馬』は知っている方

が多いのではないでしょうか。赤羽さんの本をメイン

に、絵本画家や漫画家の本を紹介します。 

「絵本作家の本と漫画家の本と」（一般書） 

 もし、わたしたちが話すことばが目

に見えたら、どんなかたちや色をして

いると思いますか。目に見えない、消

えていくことばたち。でも、ことばの

向こうに私たちは何かを感じている

のではないでしょうか。 

淡く、色彩豊かなイラストは、優し

く、そして時にしっかりと、著者が感

じることばの色やかたちを、わたした

ちに見せてくれます。 

プログラム 

①10:00～10:20 ②10:30～10:50 ひまわり倶楽部 

対象:２歳～ 大型絵本、手袋人形、パネルシアターなど 

③11:05～11:25 ④11:35～11:55 和光絵本とお話の会 

対象:４歳～小学生 大型絵本、大型紙芝居、パネルシアター 

⑤13:30～13:50 ⑥14:00～14:20 影絵サークルぺんぎん 

対象:３歳～ 「森のパーティー」、「花火」 

■定員 各回1２名まで 
■申込み 7/18(土)～24(金)までに、メールで「氏名」、「希望する
プログラム番号」、「電話番号」を明記して、お申し込みください。 

■申込先メールアドレス ｈ0301@city.wako.lg.jp 
■抽選になった場合 申込者多数の場合は抽選になります。当選・
落選は開催3日前までにご連絡します。 

密集を避けるために、事前予約制で開催します。プログラム①～
⑥のなかから 1つを選び、メールでお申し込みください。 

７月からの図書館サービスについて 

7月1日～14日（滞在時間：平日2時間・土日１時間） 
【開館時間】 本館・分館 9:30～18:00 

【利用可能になるサービス】 

一部座席の利用（予約席あり、詳細は HP をご覧くだ

さい）、新聞・雑誌最新号の閲覧、館内ＯＰＡＣ、インタ

ーネット端末、放送大学、コピー、レファレンス 

7月 15日～31日（滞在時間：平日 2時間・土日 2時間） 

【開館時間】 本館・分館 9:30～18:00 

【利用可能になるサービス】 

  参考調査コーナーの座席利用 

公民館図書室について 
【坂下・南公民館図書室】（滞在時間：30分） 

火・土曜日の 13:00～17:00のみ開室  

【中央公民館図書室】 当面、閉室します 
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ブックスタート ★
時間：11:00～11:30 
対象：令和２年 1 月２月生まれの赤ちゃんと保護者 
 
 
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、電話、メールで 
備考：新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 

絵本の説明とお渡しのみになります。 

s 

日 月 火 水 木 金 土 

   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 8/1 
 

 ブックスタート   ぶっくわーるど 

  絵本とおはなしの会／土曜えほんタイム 

 今月の特別なイベント 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下新倉分館イベントカレンダー 

日 月 火 水 木 金 土 

   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 8/1 
 

 絵本とおはなしの会               

 ブックスタート  

 今月の特別なイベント 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

＜休館日＞ 

ブックスタート ★
時間：①10:30～11:00 ②11:30～12:00 

対象：令和２年２月生まれの赤ちゃんと保護者 

 
 

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、電話、メールで 

備考：新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、絵本 

の説明とお渡しのみになります。 

七夕おはなし会 ４日(土) ★ 

時間・対象：11:00～ ２歳から 
   14:00～ ４歳から 
   ※１回 20 分程度です 

定員：各回先着 15 名 
申込方法：6/27（土）から 7/3（金） 

までに、メールで 

絵本とおはなしの会 11 日（土） ★ 
土曜えほんタイム 25 日（土） ★ 

時間・対象：①11:00～2 歳から ②14:00～４歳から 
       ※１回 20 分程度です 
定員：絵本とおはなしの会各回 6 名（キッズルーム） 

土曜えほんタイム各回 10 名（会議室） 

申込方法：7/11 の回は 7/8（水）までに、7/25 
の回は 7/18（土）までに、メールで 

備考：応募者多数の場合は抽選となります。 

★
毎年恒例の「夏の子どものつどい」を開催します。 
詳細は、1 ページをご覧ください。 

 

時間：11:15～ ※15～20 分程度です 
場所：キッズスペース 対象：幼児から小学校低学年 
定員：先着６名 

本館 分館 

＜休館日＞ 

★
 時間：14:00～15:00 
対象・定員：大人先着 10 名（小学生以上入場可） 
申込方法：7/1（水）から、窓口、電話で 

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 

＜休館日＞ ＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ ＜休館日＞ 

ちぎり絵講座 18 日(土) ★
時間：10:00～12:00 
対象：子どもから大人まで 

（一人で参加できる人） 
定員：先着 6 名 講師：吉田八重子氏 
申込方法：7/1（水）から窓口、電話で 

 
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本館･分館で予定されているイベントが、中止になる場合があります。 

イベントの中止は、図書館ホームページでお知らせしますので、ご確認ください。 

図書館クラブ 8 月 8 日(土) ★ 
好きな本のＰＯＰを作って、図書館に展示しよう！ 
時間：10:00～12:00  
対象・定員：中学生・高校生 10 名（抽選） 
持ち物：好きな本（雑誌・漫画以外）、上履、筆記用具 
申込方法：7/25（土）から窓口、電話、メールで 

ぶっくわーるど ★
内容：「暑い夏は、おばけカーニバル！」のブックトーク 
時間：10:30～11:10 
対象・定員：小学生 1２名 
お話：加嶋智恵子氏（市内小学校教諭） 
申込方法：6/27（土）から 7/3（金） 

までにメールで 
備考：応募者多数の場合は抽選となります。 

夏の子ども
の集い 

★印のあるものは要予約です 「場所」が記載されていないイベントは、本館は「会議室」、分館は「会議室２」で開催します。 

題材は「スイカ」 

※2017 年 4 月以降に生まれた赤ちゃんと保護者の方で、対象月に参

加できず絵本を受け取れなかった方も参加できます。 

※2017 年 4 月以降に生まれた赤ちゃんと保護者の方で、対象月に 
参加できず絵本を受け取れなかった方も参加できます。 
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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 ～  

移民の世界史 ロビン コーエン∥著 東京書籍 209 本館 

地図で読むアメリカ ジェームス M.バーダマン∥著 朝日新聞出版 295.3 本館 

実践!キャッシュレス決済 日本経済新聞出版社∥編 日本経済新聞出版社 338 本館 

今日から使えるワークショップのアイデア帳 ワークショップ探検部∥著 翔泳社 379.6 本館 

世界お酒 MAPS ジュール ゴベール=テュルパン∥著 グラフィック社 588.5 本館 

花屋さんに並ぶ植物がよくわかる「花」の便利帖 深野 俊幸∥監修 KADOKAWA 627 本館 

図説モネ「睡蓮」の世界 安井 裕雄∥著 創元社 723.35 本館 

歌舞伎の 101演目解剖図鑑 辻 和子∥絵・文 エクスナレッジ 774 本館 

子どものうつがわかる本 下山 晴彦∥監修 主婦の友社 C 493.93 本館 

水道、再び公営化! 岸本 聡子∥著 集英社 S 518.1 本館 

みんな、忙しすぎませんかね? 笑い飯 哲夫∥著 大和書房 180.4 分館 

ぼくが小さなプライド・パレード ソフィア ヤンベリ∥著 ミツイパブリッシング 367.97 分館 

ユニバーサルファッション 見寺 貞子∥著 繊研新聞社 589.2 分館 

さだの辞書 さだ まさし∥著 岩波書店 914.6 分館 

子どもを叱りつける親は失格ですか? アベ ナオミ∥著 KADOKAWA C367.3 分館 

～ 児童書 ～  

AI って何だろう? 関 和之∥マンガ・イラスト 旺文社 007 本館 

自信の育て方 藤 美沖∥マンガ・イラスト 旺文社 159 本館 

世界の国旗図鑑 苅安 望∥著 偕成社 288 本館 

うんこドリル空想科学読本 柳田 理科雄∥著 文響社 404 本館 

作るのが楽しくなるクラフト BOOK いしかわ まりこ∥著 日東書院本社 750 本館 

まちがいなく名探偵 杉山 亮∥作 偕成社 913 本館 

ピーターラビットなくしたぼうし ビアトリクス ポター∥作 大日本絵画 E ｷ 本館 

かえるの竹取ものがたり 俵 万智∥文 福音館書店 E 分館 

どっちがオス?どっちがメス? 今泉 忠明∥監修 学研プラス 481 分館 

アリババの猫がきいている 新藤 悦子∥作 ポプラ社 913 分館 

～ ＹＡ ～  

「これから」の時代(とき)を生きる君たちへ ドメニコ スキラーチェ∥著 世界文化社 Y370.4 本館 

10 代からの批判的思考 名嶋 義直∥編著 明石書店 Y370.4 本館 

13 歳からの環境問題 志葉 玲∥著 かもがわ出版 Y519 本館 

空のあらゆる鳥を チャーリー ジェーン アンダーズ∥著 東京創元社 Y933.7 ｱ 本館 

バウハウスってなあに? インゴルフ ケルン∥文 白水社 Y707.7 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：大活字本コーナー 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（分館） C：紙芝居コーナー Ｆ：洋書  

今回は、夏をテーマにした YA の新着本を紹介します。 

雪乃紗衣さんの「永遠の夏をあとに」（2020 年 4 月初版）です。 

田舎町に住む小学校 6年生の拓人と、夏休みを拓人と過ごすこと

になった年上の少女小夜子（サヤ）とのせつない夏の物語です。 

 ぜひ手に取って読んでみてくださいね！ 

夏の YA 新着本を紹介します！ 
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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～ 

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。 

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 
9:30～18:00（７月のみ） 
【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) 

◆ホームページ https://www.wakolib.jp  

あど 
編集後記 日本全国の図書館で、新型コロナウイルスを想定した図書館運営のための見直しや新たな工夫が生まれています。和光市図書館では、6 月 1
日から、一部ではありますが貸出・返却などのサービスを再開しました。そして７月からは、ウイルス感染拡大の防止に最大限の注意をはらいながら、各

種イベントの開催を始めます。皆さんに安心して図書館にお越しいただくため、そして図書館を機能させるためには何が必要なのか。職員たちは日々考
え、実践しています。いまだご不便をおかけすることが多い状態ではありますが、ご協力くださいますようお願いいたします。＜令和２年７月号＞ 
 

 
 

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) 

本館の給茶機を撤去します【本館】 
本館に設置されている給茶機は、契約期間が終了するた

め、撤去することになりました。冷水機（ウォータークー

紙芝居とわらべうたの動画を公開しています 
お子さんが楽しめる紙芝居や、図書館のブック 

スタート事業で紹介しているわらべうたなどの、 

４つの動画を図書館のホームページで公開してい 

ます。ぜひご覧ください。 

 

中央公民館図書室 【休室中】  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 

新しい外国語の本が加わりました【本館】【分館】 
今回は、英語、中国語、韓国語の本を選書しました。 

大人向けの英語の本は、イギリスやアメリカで権威のある

賞を受賞した作品が主となっています。韓国語と中国語の本

は、ベストセラーや話題になった本を揃えました。 

子ども向けには、日本の作品の外国語版や、日本語に翻訳

されている作品の原書絵本を中心に揃えました。日本語の本

と並べて読んでみたり、語学の学習などにも、ぜひご利用く

ださい。 

図書消毒機を設置しました【本館】【分館】 
本館と分館に１台ずつ図書消毒機を設置しました。 

課題図書・推薦図書の予約・貸出について 
これからの時期、課題図書・推薦図書の 

本の予約と貸出が多くなることが予想され 

ます。 

より多くの利用者の方にお読みいただけ 

るように、１人１冊の予約と貸出にご協力 

をお願いします。 

※公民館図書室の貸出時間は、平日9:00～17:00/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  

 

７月から段階的に事業を再開！【本館】【分館】 

和光市図書館では、事業を再開するにあたり、下記の

とおり新型コロナウイルスへの対策を行います。 

●ソーシャルディスタンスを保つため、参加人数に上限

を設けます。事業によっては事前申込制とし、定員以

上のお申し込みをいただいた場合は、抽選とします。 

各イベントの申込方法など、詳しくは、２ページの

イベントカレンダーをご覧ください。 

●保護者の見学は、子どもの人数に関わらず１名とさせ

ていただきます。 

●参加者の氏名と連絡先を確認させていただきます。 

●会場入口で、マスクの着用確認と、手指のアルコール

消毒をしていただきます。 

●会場は定期的に換気し、事業の前後に消毒します。 

皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 
 

この図書消毒機は、本の下から

ファンで風を送り、風で本が開い

た状態で紫外線をあてることで、

ページの消毒・殺菌を行います。 

ページの間に挟まったほこりを

取り除いたり、消臭抗菌剤を使用

するため、においを取り除くこと

もできます。 

１度に 6 冊の本を、30 秒で消毒・殺菌することが可能で

す。消毒機は無料でご利用いただけます。 

本館は新着コーナー横に、分館は入口の自動ドアを入って

右側に設置しています。 

利用者が多くなり列ができてしまうときは、前の方との間

隔を十分にあけて並んでいただき、皆さんが安心して利用で

きるよう、ご協力をお願いいたします。 

○c 和光市 

ラー）は引き続き設置しますので、ご利用く

ださい。 

館内での飲食は禁止となっていますが、飲

み物については、水筒やペットボトルなどの

フタをできるものに入れてある場合にのみ、

館内でお飲みいただけます。 

これから暑い日が多くなります。熱中症予

防のために、こまめに水分をとるよう心掛け

てください。 


