平成 28 年

4月
読書通帳はじめます！
和光市図書館では、4 月 1 日から小学生・中学生を対象
に、
「読書通帳」の配布をはじめます。
「読書通帳」とは、銀行の預金通帳のように、自分が
読んだ本の履歴を記録しておく通帳です。【本を読んだ日】
【タイトル】【感想】
【おすすめ度】を 20 冊まで記録する
ことができます。
「読書通帳」がいっぱいになったら、図書
館で認定シールをプレゼントします。
お金は貯まりませんが、頭と心にたくさんの知識や感動
が貯まります。ぜひご利用ください！
◎読書通帳の２つの入手方法
１．和光市図書館、中央公民館図書室、坂下公民館図書室、南公民館図書室のカウンターにて配付します。
２．御自身でも印刷して使用できるよう、和光市図書館ホームページにも掲載します。ダウロードをしてＡ４
用紙に両面印刷し、表紙が上になるよう三つ折りにしたら完成です。
（4/1 よりダウンロードを開始します）
◎読書通帳の使い方
１．読書通帳を入手し、好きな本を各自で読む。
２．読み終わったらその都度通帳に記入する。
３．通帳がいっぱいになったら、図書館カウンターで認定シールを
貼ってもらい、次の通帳を受け取る。

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。

北海道新幹線開通おめでとう！（一般書）
いよいよ 3 月 26 日に北海道新幹線（新青森・新函館北斗間）が開業します！
「北海道」
「新幹線」をキーワードに本を集めました。旅のお供に手に取ってみてください。
『鉄童の旅』

ぶんるい

佐川光晴・作＜分類：913.6＞

国鉄がまだ健在だった 1981 年、北海道から東京までひとりで旅をする男の子がいた。彼
はなぜ、ひとりぼっちで列車に乗っているのか…。男の子の存在は、出会った人々の記憶に
深く刻まれます。男の子の謎は読み進むうちに解けていきます。室蘭本線、青函連絡船、中央
線、東海道線、相模線……鉄道ファンなら国鉄時代の描写等とても楽しめる、鉄道好きじゃ
なくてもストーリーに引き込まれる、切なくてあたたかい、人と鉄道の「絆」の物語です。

のりもの（児童書）
今も昔も子ども達に大人気の、乗り物の本を集めてみました！
『新幹線のたび
～はやぶさ・のぞみ・さくらで日本縦断～』コマヤスカン・作
ぶん る い

＜分類：Ｅ＞
はるかちゃんとお父さんは、まだ雪の残る新青森駅を出発しました。鹿児島のおじい
ちゃんの家まで、新幹線を乗りついで日本を縦断していきます。日本の名所も車窓から
見ることが出来て、読んでいるだけで旅行に行った気分になれる絵本です。
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４月イベントカレンダー
４月の休館日：1４日（木）、２８日（木）

3/27
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ブックスタート 25 日(月)★
時 間：①10:30～11:00 ②11:30～12:00
対象者：平成 2７年 11 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。

絵本とおはなしの会
22

23

29

30

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
今月の特別なイベント

時間と対象者：11:00～2 才くらいから
和光絵本と
14:00～４才くらいから
お話の会
※各時間帯 30 分ほどになります。
場所：キッズルーム
絵本、大型絵本の読み聞かせや素ばなしなどを行います。ご家族
みなさんでどうぞ。くわしい内容はホームページをご覧ください。

赤ちゃんと楽しむ絵本とわらべうた 22 日(金)
あゆみの会
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。

赤ちゃんタイム 7 日（木）

第 4 回「あゆみの会 はじめのいっぽ♪」

の
絵

」

ひまわり倶楽部

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。

図書館シネマ（子ども向け）3 月 30 日(水)

」

第 4 回は、「赤ちゃんと楽しむ絵本とわらべ
うた」という、図書館事業で活躍している
『あゆみの会 はじめのいっぽ♪』さんを
ご紹介します。
「あゆみの会 はじめのいっぽ♪」さんは、
平成 22 年 4 月に結成されました。
毎月原則第 3 金曜日 10：30～11：00 と
11：15～11：45 の２回（内容は同じ）行っ
ています。
ゆったりとしたわらべうたのリズムは、
小さな子どもたちの「聞く耳」を育てます。
この会では、親子で一緒にわらべうたを
楽しんでもらい、最後に季節や年齢に合わせた
絵本を読みます。会で覚えたわらべうたは、
子育ての良き応援をしてくれることでしょう。
同年代のお母さんとの交流の場にもなって
いるので、ぜひ一度お気軽に遊びに来て下さい。
和光市図書館は、多くのボランティアの方々に支えられてい
ます。このコーナーでは、ご活躍されているボランティアの
方々を少しずつご紹介していきたいと思います！

時 間：13:20 開場 13:30 開始（1 時間程度の予定）
対象者：子どもから大人まで（定員 30 名）
上映作品：
「ぐるんぱのようちえん」「はらぺこあおむし」
ほか全５本
初版から 50 年経っても色あせない名作絵本「ぐるんぱの
ようちえん」は谷啓さんの語りで、
「はらぺこあおむし」はさだま
さしさんの語りで、絵本の世界を映像でお楽しみください。
親子 3 世代で楽しめますので、ぜひご家族でお越しください。
※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

＜団体貸出作業についてのお知らせ＞
和光市図書館では、市内小中学校の各学級へ 2 期制で 1 クラス 50 冊
又は 100 冊本の貸出を行っています。学校のほか、保育園、子育て
世代包括支援センター、その他市内の多数施設にも貸出を行っており、
1 回の貸出冊数は合計 2 万冊以上になります。
4 月 8 日～21 日はその団体貸出作業期間となり、3 月に学校や施設
から返却された資料を、新たに貸出す作業をします。返却・貸出は、
通常カウンターで行っているように、1 ページずつ中身を確認し、1 冊
ずつバーコードを読み取る作業です。破損がある資料は修理し、汚損が
ある本はきれいに清掃し、修理不能の資料は除籍したりします。
この作業のため、この間は図書館
会議室のご利用ができなくなった
り、本の移動のために館内を作業員
がコンテナを積んで行き来したり
と、利用者の皆さまにはご迷惑を
おかけいたしますが、子ども
達がより多くの本に触れる
機会をつくるためにも、
ご理解・ご協力をお願い
いたします。
写真は 3 月に学校から返却された本です。１つのコンテナに 50 冊
の本が入っています。たくさんのお礼のお手紙が私たちの励みです！ ○
c 和光市
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～ 一般書

新刊案内

－新着の一部です－

タイトル

著者

（※分類記号順）
出版社

分類

岸見 一郎∥著
池上 彰∥著
畠山 史郎∥著
玉田 孝人∥著
小松 成美∥著
門井 慶喜∥著
角田 光代∥著
アナイス ボルディエ∥著
幸田 真音∥著
山縣 威日∥編
福永 伴子∥監修
おぐま のりゆき∥著

勉誠出版
新潮社
JTB パブリッシング
幻冬舎
SB クリエイティブ
日刊工業新聞社
創森社
実業之日本社
祥伝社
朝日新聞出版
太田出版
小学館
吉備人出版
ナツメ社
秀和システム

015
288.41
291.34
367.7
393.2
519.3
625.6
783.48
913.6
913.6
936/ボ
B913.6//1-2
C599
M493.73
Z674.5

津久井 惠∥文
伊勢崎 賢治∥監修
高橋 正樹∥著
元浦 年康∥監修
モリナガ ヨウ∥作・絵
パット ハッチンス∥ぶん・え
ワイルド∥原作
ルース エインズワース∥さく
山本 忠敬∥さく・え
ジェンキンズ∥作

かもがわ出版
かもがわ出版
誠文堂新光社
あかね書房
小峰書店
大日本図書
金の星社
福音館書店
福音館書店
評論社

221//2
319//1-3
453
537
675
933/ﾊ
E
E-ｱｶ
E-ｷﾐ
E-ﾐﾄﾞ

雁部
西尾
早尾
蒼井
八束

ポプラ社
講談社
平凡社
河出書房新社
新日本出版社

Y369.31
Y913.6
Y311
Y726
Y495

～

ささえあう図書館
天皇陛下の私生活
るるぶ東武東上線
老いた親を愛せますか?
日本は本当に戦争する国になるのか?
もっと知りたい PM2.5 の科学
図解よくわかるブルーベリー栽培
五郎丸日記
家康、江戸を建てる
坂の途中の家
他人のふたご
日本国債 上・下
孫育ての時間(とき)
自律神経失調症の治し方
最強の販促ツール手づくり POP で売上アップ!

～ 児童書 ～
朝鮮半島がわかる本 ２
世界の人びとに聞いた 100 通りの平和
よくわかる火山のしくみ
はたらくじどう車
築地市場
へっちゃらトーマス
しあわせの王子
しおちゃんとこしょうちゃん
でんしゃがはしる
生きものビックリ食事のじかん
～ ＹＡ ～
16 歳の語り部
業物語
国ってなんだろう?
マンガがあるじゃないか
ちいさなちいさなベビー服
Z：ビジネスコーナー

Ｂ：文庫本コーナー

青柳 英治∥編著
米窪 明美∥著

那由多∥[ほか]語り部
維新∥著
貴紀∥著
ブルー∥[ほか]著
澄子∥作

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

ヤングアダルト ニュース

YA NEWS

～ ドラマだけでなく小説も！ ～

『表参道高校合唱部！～涙の数だけ強くなれるよ～』
櫻井 剛∥脚本 桑畑 絹子∥小説 分類：Y913
表参道高校の合唱部に入部した真琴。だが、かつての名門合唱部は、
今や人数不足で廃部寸前。はたして部員は集まるのか…。
歌の力が奇跡を起こす青春感動ストーリー。
ドラマで中高生に大好評だった『表参道合唱部！』が今度は小説に
なって登場しました。ぜひ読んでみてください。
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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。

【重要】5 月１日より、予約資料の電話連絡方法が変わります
これまでは、予約資料のご用意ができた際、リクエスト用紙に記載された電話番号にご連絡していましたが、
５月１日より、図書館にご登録されている電話番号（利用申請書に記載したもの）にご連絡する方式に変わります。
予約資料の連絡を「電話」で受けている方は、ご登録の電話番号の確認をお願いいたします。
確認・変更の手続きは、レファレンスカウンターにて承ります。
なお、メールでの連絡を希望される方はインターネット登録が必要になります。登録の際は、
【図書利用券】【住所が確認できるもの】をご持参の上、レファレンスカウンターへ
お越しください。お手続きはご本人様のみが行えます。

図書の寄贈に伴う贈呈式が行われました
市内在住の柳下長治様から、
大型絵本と大型絵本用書架を
ご寄贈いただきました。大型
絵本は子どもたちへの読み
聞かせ等で大変喜ばれています。
ご寄贈いただいた本は新しく
できる下新倉分館に設置する
予定です。貴重なご寄付をありがとうございました。

子どもの科学（2 月 27 日実施）
第３回 子どもの科学
宇宙ってどんなとこ？
～月齢早見盤を作ろう～
今回は宇宙についての講座でした。
水星や金星、木星など惑星の模型を使って
大きさや距離を知ったり、真空の中では空
気や温度、音がどのように変化するのかを
実験したりしました。
最後に自分の生まれた日や今日、100
歳の日の月の形が分かる早見盤を作成し
ました。
皆さん自分の生まれた日の月の形を知
ることができてとても楽しそうでした。
来年度も楽しい
講座を予定している
ので是非ご参加くだ
さい。

新しいＤＶＤが入りました！
新着 DVD の一部をご紹介します。ぜひご利用下さい。
★映画：『グランド・ブダペスト・ホテル』『カジノ・ロワイヤル』
『秋日和』『蟹工船』他
★ドキュメンタリー：『世界の果ての通学路』
『グレートトラ
バース日本百名山』『東京オリンピック資料映像』他
★生活：『後藤栄子先生 在宅介護教室』『楽しく身につく韓国
語 1・2・3』
『テレビで覚えるベトナム語』他
★こども向け：『ハイハイ英語』『日本の昔ばなし ふるさと再生』
『パンダコパンダ』『四季わらべうた 心を癒す 春の歌』他

図書館協議会（3 月 17 日実施）
和光市図書館会議室にて 13 時 30 分
から行われ、委員７名が出席されまし
た。
今回は、「平成２８年度図書館予算」
「平成２８年度４月１日施行の要綱等」
「和光市民意識調査報告書」について
ご報告をいたしました。
また、「和光市図書館サービス計画の
進捗状況」についてもご報告し、委員の
皆さまから改善点も含め評価をいただ
きました。中でも、児童の読み聞かせ
支援については、学校現場の現状と図書
館ボランティア双方のご意見を伺う
ことができ、今後も連携やサポートが
必要であると感じました。
次回の図書館協議会は８月頃を予定
しています。傍聴席を設けています
ので、お越し下さい。

市民図書館講座（3 月 19 日実施）
埼玉県立大学健康
開発学科准教授の
若林チヒロ先生に、
『健康情報の見
分け方』について
ご講義いただきま
した。
情報化社会であるが故に、データの質や
偏りを理解し、評価することが大切である
ことがわかりました。健康情報を読み解く
ためのポイント、具体例を挙げたデータの
見方など、受講者のみなさまもとても関心
を持って聞き入っている様子でした。
また、県立久喜図書館の小西様にも
お越しいただき、
「健康・医療情報リサーチ
ガイド」についてご説明いただきました。
図書館には、
「医療・健康情報・闘病記」
コーナーもありますので、ぜひお役立てく
ださい。

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

中央公民館図書室
坂下公民館図書室
南公民館図書室

和光市中央 1-7-27 TEL:048-464-1123 / FAX:048-464-0560
和光市新倉 3-4-18 TEL:048-464-5230 / FAX:048-461-3429
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

c 和光市
○

◆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＞いよいよ春！ポカポカと暖かい日も増え、お出かけしたい気分になりますね。最新の情報を知りたい時は、新聞や雑誌が便利です。
和光市図書館では、新聞は 28 誌、雑誌は 205 タイトル取り揃えています。旅の情報誌は「関東・東北じゃらん」「旅の手帖」「JTB 時刻表」、
アウトドア・登山の情報誌は「ガルヴィ」「BE-PAL」「ノジュール」「山と渓谷」、美術館・演芸の情報誌は「演劇界」「演劇ぶっく」「音楽の友」
「キネマ旬報」「芸術新潮」「SCREEN」
「美術」「美術手帖（BT）
」などなど…。最新刊は館内閲覧のみになりますが、情報収集にお役立てください♪
平成 28 年 3 月２５日発行

