和光市図書館

図書館だより

平成 27 年

9 月号 Library News

今月のテーマ

C 和光市
○

今月のテーマ展示の紹介です。新着コーナー横と
児童コーナーにあります。どうぞご利用ください。

「敬老の日」（一般書）
「本を読むと若くなる」と言われます。
「本を読むと美しくなる」とも言われま
す。「読書推進運動協議会」が敬老の日におすすめする本を紹介します。
「認知の母にキッスされ」
ねじめ正一・著（中央公論新社）＜分類：913.6＞
介護の大変さの中に、親子のちょっとした会話にあたたかさを
感じます。「おふくろ、今何が一番食べたい？」と聞くと、「私の
コ ロ ッ ケが 食べ た いね 。 私 のコ ロッ ケ が 食 べ ら れた ら 死 ん でも
いいね」と言う。母はコロッケをつくるのが得意だった…。―でも…。
介護には大変な苦労がありますが、息子正一さんのように寄り
添える介護。お母さんにとっては幸せではないでしょうか。

「おじいちゃんとおばあちゃんの本」（児童書）
おじいちゃんおばあちゃんが出てくる子どもの本をあつめました。子ども
たちはおじいちゃんおばあちゃんのことが大好きです。
「おじいちゃんとおばあちゃん」（はじめてよむどうわ５）
Ｅ・Ｈ・ミナリック・文 モーリス センダック・絵
まつおか きょうこ・訳（福音館書店）＜分類：933 ﾐ＞
おじいちゃんおばあちゃんの家に遊びに行くのが大好きなこぐま
のくまくん。家の中にはきれいなものやおもしろいものがたくさん
あるし、おばあちゃんがつくってくれるごちそうが大の大の大好き
だったのです。そしてくまくんはおじいちゃんとおばあちゃんに
「おはなし」をしてもらうのも大好きでした。
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9 月のイベントカレンダー
C 和光市
○

日

9 月の休館日：10 日（木）、24 日（木）
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ブックスタート
赤ちゃんタイム

絵本とお話の会
ワンダークラブ

赤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
今月の特別なｲﾍﾞﾝﾄ

絵本とお話の会 5 日・12 日・19 日・26 日・
10 月 3 日・10 日(すべて土)
時間と対象者：11:00～2 才くらいから
14:00～４才くらいから
※各時間帯 30 分ほどになります。
絵本、大型絵本の読み聞かせや素ばなしなどを行います。
くわしい内容はホームページをご覧ください。
和光絵本とお話の会

時 間：①10:30～11:00 ②11:15～11:45
対象者：6 ヶ月～2 才
あかちゃんと保護者の方を対象として、一緒に「わらべう
た」や「手遊び」をしながら楽しむおはなし会です。
あゆみの会 はじめのいっぽ♪

Wonderful Tale(ﾜﾝﾀﾞﾌﾙﾃｲﾙ) 6 日(日)
時 間：14:00～14:40
対象者：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？

ブックスタート 7 日(月)、10 月 5 日(月)★
時 間：①10:30～11:00 ②11:30～12:00
対象者：9/6 平成 2７年 4 月生まれの赤ちゃんと保護者の方
10/5 平成 2７年 5 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
同封しています）
申込方法：前日までに窓口又はお電話で
ボランティアスタッフが絵本やわらべうたについて
説明をした後、絵本を１冊プレゼントします。

ブックスタート
in 牛房コミュニティセンター25 日(金)★
時 間：10:30～11:00
場 所：牛房コミュニティセンター（白子 2-28-13）
対象者：平成 25 年 4 月以降に生まれた赤ちゃんで、
まだ絵本をもらっていない方
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
同封しています）
申込方法：前日までに窓口又はお電話で
ボランティアスタッフが絵本やわらべうたについて
説明をした後、絵本を１冊プレゼントします。

ワンダークラブ

赤ちゃんタイム 10 月 1 日(金)
子どものための読書会 10 月 3 日(土)★
時 間：10:30～11:30
対象者：市内在住小学生（定員 30 名）
お話してくれる人：松永 節子 氏（元市内小学校教諭）
テーマ：ふわふわ！もこもこ！「ひつじのひ・み・つ」
内 容：今年はひつじ年！「ひつじ」にまつわる本を
ご紹介いただきます。
申込方法：9 月 19 日 (土 ) 10:00 か ら 窓 口 又 は お 電 話 で

10 月より、毎月第一金曜日の 10:30～12:00 に、
キッズルームにて「赤ちゃんタイム」を行うことに
なりました！
※詳しくは「図書館からのお知らせ」をご覧ください。
時 間：午前 10:30～11:30
場 所：キッズルーム靴脱ぎスペース
対象者：乳幼児とその保護者の方
内 容：出入り自由のフリータイムです。
※場所の表記がないものは、会議室で行います。
★印のあるものは要予約
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新刊案内

－新着の一部です－

タイトル

（※分類記号順）

著者

出版社

本を読むときに何が起きているのか

ピーター メンデルサンド∥著 デザイン

フィルムアート社

019.1

寺院消滅

鵜飼 秀徳∥著

日経 BP 社

182.1

「居場所」のない男、
「時間」がない女

水無田 気流∥著

日本経済新聞出版社

367

動物たちの武器

ダグラス J.エムレン∥著

エクスナレッジ

481.1

a sunny spot 女の子のシンプルでかわいい服

村田 繭子∥著

日本ヴォーグ社

593.36

会話が弾むのは、どっち!?

櫻井 弘∥著

ワニブックス

809.4

山崎豊子スペシャル・ガイドブック

林 真理子∥[ほか著]

新潮社

910.26/ﾔ

朝が来る

辻村 深月∥著

文藝春秋

913.6

ロック・オブ・モーゼス

花村 萬月∥著

KADOKAWA

913.6

柳眉の角（御広敷用人大奥記録シリーズ）

上田 秀人∥著

光文社文庫

B/913.6

地下室の手記

ドストエフスキー∥著

新潮社

B/983/ﾄﾞ

おやこで自転車はじめてブック

疋田 智∥監修

子どもの未来社

C/681.3

朝日新聞出版

I/007.63/15

～

分類

一般書 ～

Word & Excel で困ったときに開く本 2015
欧米に寝たきり老人はいない

宮本 顕二∥著

中央公論新社

M/490.15

出世の 99%は「挨拶力」で決まる

櫻井 弘∥著

双葉社

Z/336.4

ガザ

清田 明宏∥著

ポプラ社

302

にっぽんのおにぎり

白央 篤司∥著

理論社

383

へんないきものすいぞくかんナゾの 1 日

松橋 利光∥写真

アリス館

480

タンチョウのきずな

久保 敬親∥写真と文

小学館

488

ケロニャンヌ

安田 夏菜∥作

講談社

913

かわうそオスカーのすべりだい

ナサニエル ベンチリー∥さく

好学社

933/ﾍﾞ

はる なつ あき ふゆ

ディック ブルーナ∥ぶん え

福音館書店

E

ピーテル、はないちばへ

広野 多珂子∥文

福音館書店

E-ｱｶ

ちいさなメリーゴーランド

マーシャ ブラウン∥作

瑞雲舎

E-ｷ

ライフタイム

ローラ M.シェーファー∥ぶん

ポプラ社

E-ﾐﾄﾞ

本屋になりたい

宇田 智子∥著

筑摩書房

Y/024.8

夜回り先生、なんでドラッグを使ってはいけないんですか?

水谷 修∥著

東山書房

Y/367.6

しばしとどめん北斎羽衣

花形 みつる∥著

理論社

Y/913.6

ソードアート・オンラインプログレッシブ 3

川原 礫∥著

KADOKAWA

Y/913.6//3

大きらいなやつがいる君のためのリベンジマニュアル

豊島 ミホ∥著

岩波書店

Y/914

～

児童書 ～

絵

～ヤングアダルト～

B：文庫 Z：ビジネスコーナー I：情報コーナー C：子育て支援コーナー M：医療コーナー

ヤングアダルト

Y：ヤングアダルトコーナー E：絵本

ニュース

YA NEWS

～第２回ビブリオバトルのチャンプ本決定！！～

8 月 7 日に第 2 回「ビブリオバトル」を開催しました！
今年のチャンプ本に選ばれたのは、吉田優菜さんがオススメしてくれた
『怪物はささやく』です。また、今年は大和中学校と第二中学校とで
団体戦も行い、第二中学校が優勝となりました。
当日の様子をもっと詳しく知りたい人は、
「ＹＡ通信 秋号」を見てね♪
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※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。

10 月から「赤ちゃんタイム」を始めます
10 月から、毎月第一木曜日の 10:30～11:30 に、キッズルームにて「赤ちゃんタイム」を始めます。
赤ちゃん連れの利用者に気兼ねなく図書館を利用していただけるよう、「赤ちゃんタイム」を始めます。ボランティア
スタッフと職員が絵本選び等のお手伝いをします。赤ちゃんが泣いたり、幼児がおしゃべりしたりしていても気にする
必要はありません。出入り自由ですので、お気軽に遊びに来てください。※託児サービスではありません。

～お子様連れでない利用者の方々には、温かく見守ってくださるよう、ご協力をお願いいたします～
日

時：原則、毎月第一木曜日

午前 10:30～11:30

※変更になる場合もありますので、ホームページ等でご確認ください。
対象者：乳幼児とその保護者の方
内

容：基本的にフリータイムです。皆で何かをするという形態ではありませんので、
のびのびお過ごし下さい。絵本選びに迷ったり、手遊びを知りたい時などは、
スタッフにお声がけいただければ、お手伝いいたします。

学年別おすすめの本コーナーを設置しました
小学生向けの「学年別おすすめの本コーナー」をキッズルーム前に設置しました。１，２年生向け、
３，４年生向け、５，６年生向けに分けて展示しています。ブックリストも配布していますので、ぜひご利用
下さい。

夏休み子どもの集いレポート

南極写真展と南極の氷の展示レポート

８月７日(金)８日(土)に「夏休み
子どもの集い」が開催され、多くの
方が図書館に遊びに来てくれ
ました。
1 日目午前はたくさんの親子が
絵本やわらべうたを楽しみ、午後の
中学生によるビブリオバトルでは
飛び入り参加もあり盛り上がり
ました。
２日目は人形劇やパネルシアタ
ー、影絵など普段あまり見られない
催しや、真夏の太陽光を利用した
ソーラーおもちゃなど、親子で夏の
一日を楽しむ姿が多く見られました。
来年も開催予定ですので、ぜひまた遊びにいらして下さい。

7/24～8/26 に「南極写真展」を
行いました。写真は和光市にお住いの
南極観測隊ＯＢ会員島﨑里司さん所蔵
のものです。
8/5 には国立極地研究所（東京都立
川市）から南極の氷も提供してもらい、
読売新聞や NHK が話題に取り上げた
ことで関心を呼び、和光市内外から
たくさんの方が来館されました。
氷の中には１～２万年前の空気が
閉じ込められていて、溶けるときに
その空気が弾けてパチパチと音がします。
島﨑さんの説明を聞いた後、氷に耳を
近づけて音を聞いたり氷に触ったりと
皆さん楽しそうでした。

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）

中央公民館図書室

和光市中央 1-7-27 TEL:048-464-1123/FAX:048-464-0560

和光市本町３１－１
TEL: 048-463-8723
FAX: 048-463-8682

坂下公民館図書室

和光市新倉 3-4-17 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

開館時間：
平日 9:30～20:00
土・日・祝日 9:30～18:00

※公民館図書室の貸出時間は平日 9:00～17:00／土 13:00～17:00 です。
※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 です。
※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 http://www1.wakolib.jp/opac/wopc/pc/mSrv
＜編集後記＞８月の館内は夏休みの子ども達でにぎやかでした。南極の氷の展示でメディアに取り上げられたこともあり、大人の来館
も多く、他の月とは少し違う雰囲気でした。９月は夏休みも終わり、少しずつ落ちついた日常に戻っていく季節。そして読書の秋の始
まりでもあります。季節の移り変わりを肌で感じられる図書館へぜひお越しください。
平成 27 年 8 月２５日発行
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