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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、分館はカウンター横と児童コーナーに展示しています。 

 

「大人も勉強にトライ！」（一般書） 
 

『中学・高校６年間の英語をこの１
冊でざっと復習する』稲田一∥著＜分
類：830＞  
 英語学習の入口ともいえる「動詞」
と「５文型」から、「仮定法」まで、
中学・高校で習った英語の基本中の
基本が１０の単元に分かれていて、
１０日間で学び直すことができるよ
うにコンパクトにまとめられた１冊
です。 

1/4 

今月のテーマ 

「今年の干支・いぬ」（児童書） 

 

 

 本格的な受験シーズンが到来しました。勉強から

遠ざかっていた大人の方も、昔を思い出して、楽し

みながら勉強をやり直してみませんか？ 

絵本や読み物など、色々な【犬】が出てくる本を集めました。 

『はちこう』くめ げんいち∥文 いしだ たけお∥絵 ＜分類：Ｅミド＞ 

東京の渋谷駅にあるハチ公の像は今も多くの人々に親しまれています。主人の死

を知らず、雨の日も雪の日も９年間、駅に通い主人の帰りを待ち続けた秋田犬のハチ

公は、時代を超えて人と動物の心のふれあいの素晴らしさを伝える感動の名作です。 

本館 分館 

『おとなのきほん』 
松浦弥太郎∥著＜分類：１５９＞  

 「決して若いわけではないけれ
ど、老いるのはまだ先。そんなおと
なのまんなかを生きる時、自分の
まんなかに基本があると迷子にな
らずに冒険ができます」５１歳の
著者が、新しい仕事や環境に向か
う時に立ち返る『きほん』について
書いています。 

本館 分館 

Library News

図書館だより 
和光市図書館 

「新生活、応援します！」（一般書） 
  入園、入学、就職など、４月から新しい生活が始

まる方に向けて、新生活の準備に役立つ本や、リ

フレッシュできる本をご用意しました。 

 

○c和光市 

和光市 

平成 30 年 2 月 5 日（月）から 2 月 9 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＞ 

1 月 22 日（月）から 1 月 26 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 10 日（土）となります。※この期間以外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＞ 

受取館  予約取り置き期間 

図書館本館 
 1 月 29 日（月）から 2 月 4 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 29 日（月）から 2 月 4 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。 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ブックスタート 8 日(木)★ 

時 間：11:00～11:30 
対象者：平成 29 年 7 月～10 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 
申込方法：前日までに窓口又はお電話、メールで 

本館イベントカレンダー 

日 月 火 水 木 金 土 

1/28 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 5 6 7 8 
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 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  子どもの科学 

 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 

1/28 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 5 6 7 8 

 

9 10 

 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 

 子どものための読書会  ひまわりおはなし会 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜休館日＞ ＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

絵本とおはなしの会 2 月 3 日・10 日 
17 日・24 日／3 月 3・10 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月 1日／3月1 日(全て木曜日) 

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 19 日(月)★ 

時 間：10:30～11:00 11:30～12:00 

対象者：平成 29 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 

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  
2 月 10 日／3 月 10 日(全て土曜日) 

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 16 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＞ ＜---------蔵書点検のため休館--------＞ 

世界おはなしめぐり 3 日(土) 

時 間：14:00～14:30（午前はいつものおはなし会です） 
対象者：6 才くらいの子どもから大人まで 
日本や外国に昔から伝わるお話を「素ばなし」でお楽しみください。 
 
 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

あかちゃんと楽しむ 
絵本とわらべうた 3 月 8 日(木) 

時 間：11:00～11:30 
 対象者：6 ヶ月～2 才 子どもの科学 17 日(土)★ 

じしゃくの実験～めでタイカードをつくろう～ 

時 間：10:30～12:00 
対象者：市内に住む小学生 30 名 
講 師：坂口美佳子先生（科学読物研究会） 
内 容：いろいろな種類の磁石でいくつかの実験をします。 
申込方法：往復はがきに住所、氏名、電話番号、小学校名、

学年を記入の上、和光市図書館へ郵送して下さ
い。申込締切は、2 月 1 日（木）必着。 

ひまわりおはなし会 21 日(水) 

時 間：16:00～16:30 
対象者：小学生 

子どものための読書会 24 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：加嶋智恵子先生（市内小学校教諭） 
内容：「ねこは不思議です！」のブックトーク 
申込方法：2 月 10 日(土)10 時～窓口又はお電話で 

ブックスタート 12 日(月・祝)★ 

時 間：10:30～11:00 
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：前日までに窓口又はお電話、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 ～  

大人の時間はなぜ短いのか 一川 誠∥著 集英社 141.27 本館 

感情を整える片づけ 種市 勝覺∥著 アチーブメント出版 148.5 本館 

美智子さまに学ぶエレガンス 渡邉 みどり∥著 学研プラス 288.44 本館 

ベラルーシを知るための 50 章 服部 倫卓∥編著 明石書店 302.38 本館 

動物の賢さがわかるほど人間は賢いのか フランス ドゥ ヴァール∥[著] 紀伊國屋書店 481.78 本館 

世界を変えた 6 つの「気晴らし」の物語 スティーブン ジョンソン∥著 朝日新聞出版 507.1 本館 

オリンピックの真実 佐山 和夫∥著 潮出版社 780.69 本館 

60 歳からの外国語修行 青山 南∥著 岩波書店 860.4 本館 

デッド・オア・アライブ 楡 周平∥著 光文社 913.6 本館 

親子で学ぶスマホとネットを安心に使う本 鈴木 朋子∥著 技術評論社 I 007.3 本館 

探偵フレディの数学事件ファイル ジェイムズ D.スタイン∥著 化学同人 410.4 分館 

ボードゲームって本当におもしろいの? ふうか∥著 スモール出版 798 分館 

詩人なんて呼ばれて 谷川 俊太郎∥語り手 詩  新潮社 911.52 分館 

親子で学ぶプログラミング超入門 星野 尚∥著 技術評論社 I 007.64 分館 

健康格差 NHK スペシャル取材班∥著  講談社 M498 分館 

～ 児童書 ～  

世界を救うパンの缶詰 菅 聖子∥文 ほるぷ出版 588 本館 

鳥獣戯画を読みとく 五味 文彦∥監修 岩崎書店 721 本館 

オリンピックのおばけずかん 斉藤 洋∥作 講談社 913 本館 

サラとピンキー ヒマラヤへ行く 富安 陽子∥作 絵 講談社 913 本館 

小さいママと無人島 ｷｬﾛﾙ ﾗｲﾘｰ ﾌﾞﾘﾝｸ∥作 文溪堂 933 ﾌﾞ 本館 

じょやのかね とうごう なりさ∥さく 福音館書店 E ｱｵ 本館 

パンダともだちたいそう いりやま さとし∥作 講談社 E ﾁﾔ 本館 

髪がつなぐ物語 別司  芳子∥著 文研出版 369 分館 

助っ人マスター 高森 美由紀∥作 フレーベル館 913 分館 

なずずこのっぺ? カーソン エリス∥さく フレーベル館 E 分館 

～ ＹＡ ～  

「どうせ無理」と思っている君へ 植松 努∥著 PHP エディターズ・グループ Y159.7 本館 

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

イラストで学ぶスタディスキル図鑑 キャロル ヴォーダマン∥ほか著  創元社 Y375 本館 

断層の森で見る夢は 藤本 ひとみ∥著 講談社 Y913.6 本館 

作詞少女 仰木 日向∥著 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス  Y911.66 分館 

 

YA NEWS  
ヤングアダルト  ニュース 

  

 ＜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。 
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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  

～市内中高生向けの講座を行います！～ 

日時：平成 30 年 3 月 28 日（水） 

   13:00～15:00（休憩あり） 

場所：和光市図書館（本館） 会議室 

定員：10 名程度 

講師：穂高順也（ほたか じゅんや）先生 

内容：絵本の創作、先生による自作絵本の読

み聞かせ。（予定） 

対象：市内在住・在学の中高生 

※申込みの詳細は 3 月号に掲載します。 

＜穂高順也先生のプロフィール＞ 

愛知県名古屋市生まれ。幼稚園、保育園勤務を経て

絵本作家に。日本児童文芸家協会理事。主な作品に『さ

るのせんせいとへびのかんごふさん』（絵 荒井良二、

ビリケン出版）、『よるのようふくやさん』（絵 寺島ゆ

か、文渓堂）、『ちゅうしゃなんかこわくない』（絵 長

谷川義史、岩崎書店）、『もじゃおじさんがやってきた』

（絵 岡島礼子、キッズメイト）など。 

 



 

 

       

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

    

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 今年１月１０日から始まりました「絵本読書通帳」（対象:3 歳以上の未就学児）はご利用いただいておりますでしょうか。本に親しむ時間、
本を介して親子で楽しむ時間が増えたら、とても嬉しく思います。また、従来どおり「読書通帳」（対象:小･中学生）や「読み聞かせ手帳」（0、1 歳児
用･2、3 歳児用）も配布しております。ご希望の方は、ぜひカウンターまでお申出ください。           ＜平成 2９年１月２４日発行＞ 
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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。 

分館 本の福袋 

（1/5から実施）のご報告 

昨年大好評だった「本の福

袋」。今年も下新倉分館でご用

意しました！普段出会わない

本との出会いを、お楽しみいた

だけたのではないでしょうか。 

 

ナクソス・ミュージック・ライブラリー 

ジャパン・ナレッジ 

Japan Knowledge 

放送大学再視聴施設 
和光校のご案内 

和光市図書館では、放送大学の授業をどなたでも無料で
視聴することができます。放送大学はテレビ・ラジオで学ぶ
正規の通信制大学です。 
 再視聴施設である和光校は、ＣＤやＤＶＤで放送授業を
視聴しながら、自分のペースで学ぶことでキャリアアップ・
自己実現など、生涯学習を目指すことができます。視聴可能
な科目など、詳細についてはホームページをご覧ください。 

法情報総合データベース 

D1-Law.com 
憲法、告示、法令、判例と 

これを理解するための要旨・ 

解説情報、文献情報等の法情報

を登載したデータベースです。

印刷も可能。（１枚あたり10円） 
 

 

国 立 国 会 図 書 館 

 
 

オンラインデータベース 

「ヨミダス歴史館」新聞記事

 明治７年以降の読売新聞記事を

1300 万件以上閲覧できるデー

タベースです。古い記事も、現代

のキーワードで検索できます。印

刷も可能。（１枚あたり 10 円） 
 

 この図書館サービスご存知ですか？ 

 

クラシックを中心とした100万曲以上の楽
曲を、パソコンで再生できる音楽データベ
ースです。インターネットに接続されてい
るご自宅のパソコンで２週間ご利用可能。 

国立国会図書館がデジタル化した資料のうち、絶版
などの理由で入手が困難資料を閲覧・複写できるサ
ービスです。複写サービスをご利用の場合は、別途
申請書のご記入が必要になります。 
 

百科事典、国語辞典、現代用語辞

典、会社四季報など、50 以上のコ

ンテンツが搭載されており、パソ

コン上で閲覧可能。調べものなど

に広くご活用いただけます。 
 


