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図書館カレンダー 

10 

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。 

 

「人権週間」（一般書） 

『はじめてよむ世界人権宣言』   
アムネスティ インターナショナル 
日本支部∥編＜分類：316.1＞  

世界人権宣言は、1948 年 12 月 10
日に第 3 回国連総会において採択さ
れました。30条で成り立っています。 
この本は、1条ごとに掲げられてい

るテーマについて、著名な方々30 人
が考えたことが書かれています。世
界人権宣言について知る入門書とし
てピッタリの１冊です。 

1/4 

「埼玉県推奨図書（さいたまけん すいしょうとしょ）」（児童書） 

 

 

埼玉県では、県民や出版社から推薦のあった本の中から、青少年の皆さんに読んでいただきたい

図書を、埼玉県青少年健全育成審議会の審議を経て、推奨しています。ぜひ読んでみてください。 

 『パウルのスケッチブック』みやざき ひろかず∥作＜分類：E＞ 

 パウルはおしゃべりが少し苦手です。思っていることを友だちや家族にうまく伝えることが

できません。そこでパウルは、得意な絵を描いてみんなに気持ちを伝えることにしました。 

同じものを見ても人によって感じ方の違いがある、ということを教えてくれます。 

本館 分館 

『絵本で感じる憲法』山崎 翠∥著 
＜分類：323.14＞  

 世界の憲法を見回しても、日本国 
憲法は、人権についての条項が多い
そうです。「個人の尊重」を真ん中に
置いて作られた憲法と、一人ひとり
の存在の大切さを思って作られた多
くの絵本の紹介を交えながら読み進
めていける本書は、子育てにも役に
立つお話がたくさん入っています。 

本館 分館 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

12月 
2019 

○c和光市 

和光市 

年末年始は、図書館（本館・下新倉分館）及び公民館

図書室は休館します。また、資料返却のためのブックポ

ストも利用できませんので、ご注意ください。 

【休館期間・ブックポストが利用できない日】 

 本館・下新倉分館 12/28（土）～1/4（土） 

 駅駐輪場ブックポスト 12/28（土）～1/4（土） 

その他各施設 ＊ 12/28（土）～1/3（金） 
＊公民館・コミュニティセンター・総合福祉会館・市役所・駅北口土地区画整理事務所 

【貸出期間を延長します】 

 ●12/14（土）～12/27（金）貸出分 

⇒ 返却期限 1/1２（日）  

※相互貸借（他館取寄）の資料については、お早めの返却にご協力ください。 

  

年内は 12/27（金）まで開館、 

年始は 1/5（日）から開館します。 年末年始の休館情報 
 【予約資料の受取期間を延長します】 

通常、予約資料は確保の連絡後、１週

間取り置かれますが、12/21（土）～

12/27（金）に確保された予約資料は、

受取期間を２週間に延長します。 

ただし、12/21（土）に資料確保の連

絡があった場合の受取期間は、1/5（日）

までになります。 

蔵書点検等に伴う休館のお知らせ 

1/14（火）～1/23（木）は、蔵書点

検等により、本館・分館・公民館図書

室が休館になります。詳細は、本紙４

ページをご覧ください。 

１２月４日（水）から１０日（火）は、人権週間です。 

「思いやりの心」や「かけがえのない命」について，もう１度考えてみませんか？（法務省ＨＰより） 

 



図書館クラブ 
「本の福袋づくり」21 日(土) 

時間：10:00～12:00 対象：中学生・高校生 
詳細は、本紙 3 ページ「YA NEWS」をご覧ください。 
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日 月 火 水 木 金 土 

12/1 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 1/1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 
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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 

 あかちゃんタイム  ワンダークラブ  

 今月の特別なイベント 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/4 
※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。 

下新倉分館イベントカレンダー 

日 月 火 水 木 金 土 

12/1 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 1/1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 
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 ブックスタート   絵本とおはなしの会 

 あかちゃんタイム  ひまわりおはなし会 

 今月の特別なイベント  ぶっくわーるど 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

年末・年始のため休館          ＞ 

絵本とおはなしの会 7 日・14 日（土) 

時間・対象：①11:00～2 歳から ②14:00～4 歳から 
場所：キッズルーム 

あかちゃんタイム 5 日、1 月 9 日(木) 

時間：10:30～11:30 場所：キッズルーム 
対象：乳幼児と保護者 

絵本とおはなしの会 14 日(土) 

時間：11:15～11:45 場所：キッズスペース 
対象：幼児から小学校低学年 

＜休館日＞ 

本館 分館 

＜休館日＞ ＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

＜ 

ひまわりおはなし会 18 日(水) 

時間：16:00～16:30 場所：キッズスペース  
対象：小学生 

ブックスタート 10 日(火) ★ 

時間：11:00～11:30 
対象：令和元年 6 月、7 月生まれの 

赤ちゃんと保護者 
持物：母子健康手帳、絵本を持ち帰るための袋 
申込：前日までに窓口、電話、メールで 

あかちゃんタイム 20 日(金) 

 時間：11:00～11:30 場所：キッズスペース 
対象：乳幼児と保護者 

 

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 

あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた 
20 日・1 月 10 日(金) 

時間：①10:30～11:00 ②11:15～11:45 
対象：6 ヶ月～2 歳の子と保護者 

ブックスタート 2 日(月) ★ 

時間：①10:30～11:00 ②11:30～12:00 
対象：令和元年 7 月生まれの赤ちゃんと保護者 
持物：母子健康手帳、絵本を持ち帰るための袋 
申込：前日までに窓口、電話、メールで 

Wonder Club (ワンダークラブ) 22 日(日) 

時間：14:00～15:00 対象：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？ 

★ 
～イライラ モヤモヤはどこから来るの～ 14 日(土) 
時間：10:30～11:30 対象：小学生 30 名 
講師：松永節子（元市内小学校教諭） 
申込：窓口又は電話で受付中 

＜ 

年末・年始のため休館          ＞ 

小学生凧（たこ）作り講座 15 日(日) ★ 

時間：13:30～15:30 対象：市内在住の小学生と保護者 
定員：10 組（応募者多数の場合は抽選） 
申込：12 月 1 日(日)～5 日(木) メール受付（①児童氏名

②住所③学年を明記）h0301@city.wako.lg.jp 

クリスマスおはなし会 21 日(土) 

時間・対象：①11:00～2 歳から ②14:00～4 歳から 
クリスマスにちなんだ絵本やお話を楽しみましょう！ 

 

大人向け折り紙講座 
「お正月飾り」 8 日(日) ★ 

時間：10:00～12:00 
申込：窓口又は電話で受付中 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ～  

朝廷の戦国時代 神田 裕理∥著 吉川弘文館 210.47 本館 

オリンピックでよく見るよく聴く国旗と国歌 吹浦 忠正∥著 三修社 288.9 本館 

芝園団地に住んでいます 大島 隆∥著 明石書店 365.35 本館 

図説世界の神話伝説怪物百科 テリー ブレヴァートン∥著 原書房 388 本館 

キタリス 竹田津 実∥著 新潮社 489.47 本館 

美しき鐘の声 平家物語 3 木村 耕一∥著 1 万年堂出版 913.43 本館 

「作家」と「魔女」の集まっちゃった思い出 角野 栄子∥著 KADOKAWA 914.6 本館 

いやいやながらルパンを生み出した作家 ジャック ドゥルワール∥著 国書刊行会 950.28 本館 

100 歳までスタスタ歩ける足のつくり方 菊池 守∥著 アスコム M498.3 本館 

商店経営者のためのスマホ決済 PayPay 超入門 イトウ ジュンコ∥著 商業界 Ｚ673.3 本館 

本を読めなくなった人のための読書論 若松 英輔∥著 亜紀書房 019 分館 

なぜ僕らは、こんな働き方を止められないのか 松井 博∥著 KADOKAWA 159 分館 

じてんしゃと泊まる宿 2019～2020  ガイドワークス 291.09 分館 

科学者が消える 岩本 宣明∥著 東洋経済新報社 509.1 分館 

鴻上尚史のほがらか人生相談 鴻上 尚史∥著 朝日新聞出版 914.6 分館 

～ 児童書 ～  

親子で学ぶ防災教室 身の守りかたがわかる本 今泉 マユ子∥著 理論社 369 本館 

未来を変えるロボット図鑑 ルーシー ロジャーズ∥ほか監修 創元社 548 本館 

将棋の駒はなぜ歩が金になるの? 高野 秀行∥著 少年写真新聞社 796 本館 

しずくの首飾り ジョーン エイキン∥作 岩波書店 933/ｴ 本館 

おでんのおうさま 山本 祐司∥作 ほるぷ出版 E ｱｶ 本館 

ふみきりくん えのもと えつこ∥文 福音館書店 E ｷﾐ 本館 

My cat likes to hide in boxes Eve Sutton Puffin F/E 本館 

わたしが障害者じゃなくなる日 海老原 宏美∥著 旬報社 369 分館 

クリスマス物語集 中村 妙子∥編訳 偕成社 908 分館 

クリスマスツリーをかざろう パトリシア トート∥文 BL 出版 E ｱｵ 分館 

～ ＹＡ ～  

本当の貧困の話をしよう 山崎 圭一∥著 SBクリエイティブ Y210.1 本館 

ストライカーを科学する 松原 良香∥著 岩波書店 Y783 本館 

スベらない同盟 にかいどう 青∥著 講談社 Y913 本館 

魔法科高校の劣等生 佐島 勤∥著 KADOKAWA Y913.6 本館 

北欧に学ぶ好きな人ができたら、どうする? アンネッテ ヘアツォーク∥著 晶文社 Y152.1 分館 
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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 Ｆ：洋書   

YA 事業のご案内 ～図書館クラブ「本の福袋づくり」～ 

12/21（土）10：00～12：00 に、和光市図書館下新倉分館で、英字新

聞を使ってエコバックを制作します。さらに、毎年年始に分館で行っている「本

の福袋」に入れる本を、みなさんに選んでもらい、作成したバックに詰めても

らいます。作った福袋をだれが借りてくれるかお楽しみ！ 

事業に参加してくれた人で、希望する人には、ボランティア 

証明書も発行できます。詳細は、広報わこう 12 月号又は図書 

館ホームページをご覧ください。 

 

 

「本の福袋づくり」 



★マナーキャンペーン★ 

ゴミの持ち帰りをお願いします 
昨今、ゴミの減量化、資源化が求められており、

スーパーの袋の有料化、食品ロスを減らす運動を始

め、ゴミ箱が設置されていない施設も見受けられる

ようになりました。 
少しでもゴミの排出量を減らすため、本館 

でも１月２４日（金）より、館内のゴミ箱を 
撤去させていただきます。ご不便をお掛けい 
たしますが、ゴミは、お持ち帰りいただきま 
すよう、お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

絵本の世界を楽しもう（11/2実施） 

のご報告 
分館開館記念月間事業は、「絵 

本の読み聞かせ」「おやつ作り」 
「フェルト工作」の３部構成。 
料理研究家の比留間ゆき先生 

の指導のもと、子どもたちが卵 
を割り生地を混ぜ、料理にも挑戦しました。 

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/土曜日 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 
※予約取り置き期間最終日の受け取り時間は 17:00 まで 

 
◆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 先日、講演会でファンタジー文学がイギリス 19 世紀のヴィクトリア朝時代に誕生したことを知りました。産業革命により経済が発展し、そ
の後大不況の始まりによって人々が社会に不安を感じていた時代です。救いや安心を求める気持ちが、実際には起こりえない空想の世界の中に「生きる
力」を見出しました。ファンタジー作品の醍醐味は、夢や想像の世界を純粋に楽しむことです。ナルニア国物語の作者によれば、新しい夢を持つのに歳

は関係ないとのこと。映画化された作品も数多くあります。ぜひ、子どもと一緒に大人も夢の世界を楽しんでください。＜2019 年 12 月発行＞ 4/4 

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。 

大人のための朗読劇場 

（11/3実施）のご報告 
第 22 回となった朗読劇場が催さ

れました。今回もたくさんのファン
の方々にお越しいただきました。  
演目は「蒼い岸辺にて」（朱川湊

人著「本日、サービスデー」所
収」）と「ラバーズブック」（小路幸
也著「本をめぐる物語 一冊の扉」
所収）で、朗読の会あめんぼの清水
陽子さんと森凡枝（かずえ）さんの
熱演が会場をつつみ 
ました。 
会場のみなさんは、 

2 人の演技に魅了さ 
れ、大きな拍手が鳴 
りやみませんでした。 

おとなの朗読会（11/10実施）のご報告 
おとなの朗読会 vol.3 が開催されました。 

演目は、村瀬継弥「夫の秘密」、 
アルベール・ラモリス（原作） 
「あかいふうせん」、新美南吉 
「ごんぎつね」（紙芝居）、 
オー・ヘンリー（原作） 
「賢者の贈りもの」でした。 

 

 蔵書点検及びシステム更新に伴う全館休館の 

お知らせ（本館・分館・公民館図書室） 

【休館期間】 
令和 2 年 1 月 14 日（火）～1 月 23 日（木） 
蔵書点検及びシステム更新に伴い、公民館図書室を

含み全館休館となります。なお、貸出期間や予約取置

期限などにつきましては、ホームページや館内チラシ

にてご確認ください。返却ブックポストは通常どおり

利用可能です。また、臨時の新聞閲覧場所を中央公民

館に設けます（朝刊 8 紙）。ご利用ください。 

 

市民図書館講座「人生 

100年時代の片づけ術」 

（11/17実施）のご報告 
今回の市民図書館講座は、

（一社）実家片づけ整理協会
代表理事の渡部亜矢氏を講師
にお招きして、実家や自宅の
片づけのコツについて、実例
も交えてわかりやすくご講義
いただきました。 
身近なテーマで、年末が近

いタイミングでの開催だった
こともあり、 
たくさんの 
方々が参加 
してくださ 
いました。 

 
 

○c 和光市 

和光市 

和光市 

令和元年度「図書館まつり」レポート 

(10 月 26 日･27 日実施)のご報告 

1 日目は、昨年より刊行が始まった、新訳･新装版シリーズ「リン

ドグレーン・コレクション」の第１弾『長くつ下のピッピ』シリーズ

3 作について、翻訳者の菱木晃子氏にお話を伺いました。  

 新訳では、いまの子どもたちの時代に合った言葉を用いることで、

名作を長く読み継いでほしいという熱い想いが込められているそう

です。また、スウェーデンやアストリッド・リンドグレーンに関する

たくさんの写真をご紹介いただきました。 

2 日目のテラスでは、本・雑誌のリサイクルや古本市、くじびきが

大人気でした。軽食販売では、からあげ、やきそば、コーヒー、おに

ぎりなどが大盛況で、あっという間に完売しました。 

 館内の催しでは、紙芝居やパネルシアター、英語絵本の読み聞かせ

など、子どもから大人まで楽しんでいただけました。影絵の工作も、

ボタンを使ったマラカスのおもちゃづくりも、親子で楽しんでいただ

けました。 

 


