
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Library News 10 
図書館だより 

和光市図書館 

「10 月 27 日～11 月 9 日は読書週間」（一般書） 

  

 

 

 

 

「先生、しゅくだい わすれました」 

山本悦子・著 佐藤真紀子・絵 ＜分類：９１３＞ 

みなさんは、毎日しゅくだいをしていますか？四年二組では、毎日 

だれかがしゅくだいをわすれてしまいます。いつからか、朝の会の 

始まる前の時間が、「しゅくだいをわすれた理由」を聞く時間に。 

ある日、いつもならじゅぎょうのどこかで、「今日のしゅくだいは、

これです」と言うのに。先生は、ちょっとこまった顔をします。 

この本を読んで「しゅくだいをやろう！」というきもちになるかも

しれません。とってもおもしろいのでぜひ読んでみてください。 

 

今月のテーマ 
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。 
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「もっと面白い本」 

成毛眞・著 ＜分類：０１９＞ 

書評サイトＨＯＮＺの代表である成毛眞さんが太鼓判を押す、選り

すぐりの本が紹介されています。人間、宇宙、世界、歴史、芸術、 

科学のテーマにわけて紹介されているのは「学術書や専門書では 

ないあくまでも読んで面白い本」。 

前作「面白い本」の第２弾ですので、あわせて手に取ってみて 

ください。 

「埼玉県推奨図書」（児童書） 
埼玉県では、青少年健全育成条例に基づき、青少年の健全な育成を図る 

ために、特に優良と認められる図書を埼玉県推奨図書として推奨しています。 

平成 27年 11月号 

読書週間にあわせて「本を紹介する本」を集めました。自分では手に取ら 

ないような分野の面白い本に出会えるかもしれません。 

○C 和光市 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    11 月イベントカレンダー 
11 月の休館日：12 日（木）、26 日（木） 

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 12/1 2 3 4 5 

 ブックスタート  絵本とお話の会  赤ちゃんと楽しむ絵本とわらべうた 
  赤ちゃんタイム  子どものための読書会  今月の特別なｲﾍﾞﾝﾄ  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜休館日＞ 

絵本とお話の会 7 日・14 日・21 日・28 日・ 
12 月 5 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。 

 

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。 

ブックスタート  

時 間：①10:30～11:00 ②11:30～12:00 
対象者：11/9 平成 2７年 8 月生まれの赤ちゃんと保護者の方 
 12/3 平成 2７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、 

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。 

 

※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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＜休館日＞ 

読書ぎらい集まれ！（本選びのお手伝い） 
 14 日(金) 

時 間：10:30～12:00 の間に来てください。 
対象者：市内在住小学生  

「読書って苦手…」「どんな本を読めばよいかわからな
い」そんなみなさんの本選びのお手伝いをします。 

和光絵本とお話の会 

あゆみの会 はじめのいっぽ♪ 

子どものための読書会 12 月 5 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：加嶋智恵子先生（市内小学校教諭） 
テーマ：「季節は冬 雪の日の出来事」 
申込方法：11 月 20 日(金)10:00 から窓口又はお電話で 

○C 和光市 

赤ちゃんタイム 11 月 5 日、12 月 3 日（木） 

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  

出入り自由のフリータイムですので、お気軽に遊びに来て
下さい。 

ブックスタート 
In 坂下公民館 27 日(金)★ 

時 間：10:30～11:00（10:15 受付開始） 
場 所：坂下公民館 
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。 

 

大人のための朗読劇場 29 日(日) 

時 間：14:00～15:30 
対象者：高校生以上 30 名 
朗読者：清水陽子氏・森凡枝氏（朗読の会あめんぼ） 

多くのファンがいる人気の朗読劇場は、今回で 14 回目を
迎えました。耳だけでなく、目でも楽しめる朗読劇。見て、
聞いて、笑って、泣いて？心にビタミンを！ぜひご来場く
ださい。 
 

凧づくり講座 21 日(土) ★ 

時 間：10:00～12:00 
対象者：市内在住小学生と保護者 10 組 
講 師：阿部重義氏 
申込方法：11 月 2 日(月)10:00 から窓口又はお電話で 

郷土の絵本作家で凧研究家の新坂和男著書「たこあそび」
に出てくる凧を作成します。 
 
 

○C 和光市 

ひまわり倶楽部 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

～ 一般書 ～ 

百歳までの読書術 津野 海太郎∥著 本の雑誌社 019.04 

アイヌ民族の歴史 関口 明∥著 山川出版社 211 

家計を元気にする税金活用術 湊 義和∥著 中央経済社 345 

世界で一番美しい分子図鑑 セオドア グレイ∥著 創元社 431.1 

ホンダジェット 前間 孝則∥著 新潮社 538.68 

仁義なき宅配 横田 増生∥著 小学館 685.9 

きのうの影踏み 辻村 深月∥著 KADOKAWA 913.6 

天空の約束 川端 裕人∥著 集英社 913.6 

プラージュ 誉田 哲也∥著 幻冬舎 913.6 

子どもと楽しむはじめての栽培 「いただきますごちそうさま」編集部∥編 メイト C376.15 

小さな子どものかわいいニット 朝日新聞出版∥編集 朝日新聞出版 C594.3 

Excel 関数組み合わせ完全（コンプリート）大事典 日花 弘子∥著 技術評論社 I007.6 

老妻だって介護はつらいよ 冲藤 典子∥著 岩波書店 M916 

なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか 樋口 晴彦∥著 日刊工業新聞社 Z336 

英文ビジネス E メールがサクサク書ける 戸田 博之∥著 研究社 Z670.93 

～ 児童書 ～ 

絵本で学ぶイスラームの暮らし 松原 直美∥文 あすなろ書房 167 

なぜ?の図鑑 恐竜 真鍋 真∥監修 学研教育出版 457 

日本の伝統野菜 板木 利隆∥監修 岩崎書店 626 

おばけ道、ただいま工事中!? 草野 あきこ∥作 岩崎書店 913 

テレビのずるやすみ 村上 しいこ∥さく PHP 研究所 913 

ふしぎ駄菓子屋銭天堂 ５ 廣嶋 玲子∥作 偕成社 913//5 

ディキシーと世界一の赤い車 シャーリー ヒューズ∥文 あすなろ書房 933/ﾋ 

ママははなよめさん 長崎 源之助∥文 学研教育出版 E-ｱｶ 

鬼のおっぺけぽー 夢枕 獏∥作 講談社 E-ｵﾚ 

さあ、しゃしんをとりますよ ナンシー ウィラード∥文 光村教育図書 E-ｷ 

～ ＹＡ ～ 

本気で探す就職力で選ぶ大学 2016  朝日新聞出版 Y/377.21//16 

高校生にも読んでほしい安全保障の授業 佐藤 正久∥著 ワニブックス Y/392.1 

小説の書きかた 須藤 靖貴∥著 講談社 Y/913.6 

魔法科高校の劣等生 15 巻・16 巻・17 巻 佐島 勤∥著 KADOKAWA Y/913.6//15～17 

上野公園へ行こう 浦井 正明∥著 岩波書店 Y/629 

 

～市内中高生向けの講座を行います！～ YA NEWS  
ヤングアダルト  ニュース 
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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 Y：ヤングアダルトコーナー E：絵本 

＜小幡公春先生のプロフィール＞ 

「ＮＡＲＵＴＯ」「名探偵コナン」「忍たま乱太郎」「セーラー
ムーン」などのアニメーションの原画、作画監督として古くは
「新ひみつのアッコちゃん」「新魔法使いサリー」「ドラクエ・ 
ダイの大冒険」現在は「たまごっち！」他、数多くのアニメ 
作画業務に携わる。 
東京国際アニメーションフェア・アニメアワード審査員。 

業界第一線の専門家としてテレビ出演、雑誌・書籍寄稿も
多数。教えるプロとしての自覚を持ちながら、現役でアニメ 
制作に携わる。 

日時：平成 27 年 12 月２０日（日）  

場所：和光市図書館 会議室 

定員：15 名 

講師：小幡公春（おばた きみはる）先生 

＊申込に関する詳細は、後日、図書館ＨＰ 

やポスター等でお知らせします。 



 

 

 

 

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～ 

CD、DVD の購入に関するアンケートを実施します 

 CD、DVD を購入するにあたり、皆さまのご意見を参考にさせて頂きたいと思いますので、ぜひアンケートにご協力下さい。 
【アンケート実施期間】10 月 26 日（月）～11 月 9 日（月） 【実施場所】図書館エレベーター降りてすぐ右手の記載台 

※和光市図書館では、CD は「教育・学習」分野、DVD は「語学」「教育・医療」「生活・文化」「スポーツ」の 
分野を最優先にさせて頂きます。 

※アンケートは 1 人 1 枚でお願いします。 
※参考としてのアンケートなので、必ず購入するとは限りません。ご了承下さい。 

 

※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。 

＜編集後記＞ 10 月 27 日～11 月 9 日は読書週間です。そして１０月２７日は「文字・活字文化の日」だそうです。電子書籍も 

便利だけど、やっぱり”紙の本がいい！“とい方も多いのでは。和光市図書館は平日 20 時まで開館しています。ぜひ秋の夜長に 

読書を楽しんでください。ご来館お待ちしています。                      平成 27 年１０月２５日発行 

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 

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 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 
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第 1 回「赤ちゃんタイム」レポート 
（10 月 1 日実施） 

「子どもの科学」レポート 
（10 月 17 日実施） 

「子どものための読書会」レポート 
（10 月 3 日実施） 

図書館協議会のご報告 学校での活動のご紹介「学校訪問編」 

今回は「ひつじのひ・み・つ」をテーマ
に元市内小学校教諭の松永節子先生が 
ブックトークをして下さいました。 
衣、食、住など、たくさんの視点からの

本の紹介や詩や絵本の読み聞かせを交え
て、子ども達にあたたかいメッセージを
送っていただきました。最後に羊毛を使
って羊毛ボールをみんなで作りました。 

午後から天気が崩れる予報だったにも
関わらず、のべ 9 組の親子が遊びにきて
くれました。手遊びやお母さんに読んで
ほしい絵本のご紹介などを交えながら 
自由な時間をすごしていただきました。 
お母さんたちがホッと一息つける場、

お友達づくりの場、情報交換の場になる
よう、居心地のいい空間・時間づくりを 
行っていきたいと思います。 
 次回は 11 月 5 日（木）に開催します。
ぜひ遊びにいらしてください。 

9 月 28 日に平成 27 年度第 1 回 

図書館協議会が開催されました。 

新たに図書館協議会委員となられた 

９名の方に、教育長から「委嘱書」 

が交付されました。前期の図書館協議会委員会からの答申、 

和光市の現状、平成 27 年度図書館関連予算及び図書館事業、

和光市図書館下新倉分館について等、活発にご議論いただき 

ました。 

今回は【学校訪問での読み聞かせやストーリーテリング、ブックトーク】
についてご紹介します。これらは市内ボランティアの方々のご協力を得て

実施しています。 
◎7 月には、和光特別支援学校での七夕お話会を行いました。 

大型絵本の読み聞かせやペープサートなど、目を輝かして 

楽しんでくれました。 
◎9 月には、白子小学校で郷土作家・大石真の作品の 
読み聞かせを行いました。郷土の偉人に親しむ 

良い機会になりました。 
◎11 月には、本町小学校で読み聞かせやストーリーテリング、ブック 
トークを行う予定です。 

「金属ってもえる？  
～線香花火をつくろう～」 

講師：科学読物研究会 坂口美佳子 

鉄釘やスチールウール、鉄粉がろうそく
の火で燃えるかどうか班ごとの実験で 
確かめたり、銅やマグネシウムを燃やして
炎色反応を見たりしました。    
最後に鉄粉を使って色々な形の線香 

花火を作りました。沢山作れた子は 
５～６本作り、自宅で火をつけるのを 
楽しみにしていました。 
 

 


