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　　　　　      　 ＊11月8日(日)は庁内工事による　　　　　　　　　　　　　　＊12月23日（水・祝）は電気設備 31

停電のため休館 　　　　　　　　　点検による停電のため休館

は休館日です【毎週月曜日、ただし、月曜日が祝日にあたる場合は開館します】

＊12月28日(月)から1月4日(月)までの年末年始の期間は休館します。休館中の図書返却は各図書館

のブックポストにお願いします。ただし、上尾駅西口、北上尾駅、上平・原市・大谷公民館図書室に

ついては利用できませんのでご了承ください。
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隔月発行 

  ２０１５(平成２７)年 

図 書 館 だ よ り 

ﾊﾟｿｺﾝ     http://www.city.ageo.lg.jp/ageolib/ 
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ https://www.city-ageo.lib.nexs-service.jp/WebOpac/spopac/index.do 

１１月からの本館展示テーマ 

          「 忘れえぬ昭和 ～夢の始まり、その終わり～」 
               
 
 

図書館カレンダー 

特   集    新しいサービスはじめました                                                   

       「セカンドライフコーナー」 「歴史的音源提供サービス」・・・・・・２ 

「おすすめ！私の一冊」・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

ボランティアのページ 「アッピー・コバトン・さいたまっちに続け！？ 

          ～ 上尾市図書館分館のマスコットたち～」 ・・・・・・・・・・・・・・・４          

新着図書紹介 ・ ・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 
１２月の催し物 ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

                 

 ♪ 北風吹きぬく 寒い朝も 野越え山越え 来る来る春は ♪ 

「寒い朝」は1962年発売の吉永小百合のデビューシングル。時は高度成長期、時代を映して、歌には明日

への夢や希望があふれています。シリーズでお送りしている忘れえぬ昭和、11月からは夢多き時代の始ま

りとその終焉までを展示します。 
                                                     「寒い朝」（作詞 佐伯孝夫）より抜粋                                                         
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◆セカンドライフコーナーの設置 

 上尾市図書館本館の２階に、「セカンドライフコーナー」を 

設置しました。シニア世代に需要の高いテーマの実用書、趣味・ 

教養などを深める図書資料などのほか、行政サービスの案内など 

をはじめとする暮らしに役立つ情報を集めました。 

 ぜひご覧ください！ 

 

 

◆「歴史的音源」提供サービス 

歴史的音源について 

 平成１９（２００７）年、歴史的・文化的資産である初期のレコード（ＳＰ盤）及び原盤の劣化、

散逸等による音源の喪失を防ぐため、日本放送協会（ＮＨＫ）、社団法人日本音楽著作権協会（Ｊ

ＡＳＲＡＣ）などの６団体が参加して歴史的音盤アーカイブ推進協議会（ＨｉＲＡＣ）が設立され

ました。そして、１９００年初頭から１９５０年頃までに国内で製造されたＳＰ盤及び金属原盤等

に収録された音楽・演説等、約５万の音源のデジタル化を開始しました。（国立国会図書館ＨＰよ

り） 

国立国会図書館では、この約５万に上るデジタル化された音源を「歴史的音源」として公開して

います。そのうち、著作権・著作隣接権の保護期間の満了を確認できている約１千点については、

インターネットでも無料配信していますが、国会図書館と配信提供参加館内のパソコンを通じて視

聴すれば、制限なく所蔵するすべての音源を視聴できるようになっています。上尾市図書館はこの

配信提供参加館に新たに加わりました。 

 内容は多彩で、落語や長唄をはじめ、琴や尺八などの楽曲、浄瑠璃、浪花節、歌舞伎、歌劇、歌

謡曲、ジャズ、クラシックといった音源のほか、演説や講演などの音声記録もあり、歴史を伝える

資料となっています。（笠置シヅ子の「東京ブギウギ」渋沢栄一の肉声など・・） 

利用するには・・ 

 図書館本館２階にあるインターネット端末（パソコン）で視聴できます。インターネット端末ご

利用時と同じご利用方法になります。ご利用の際は職員にお声がけください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

お気軽に 

お問い合わせ 

ください♪ 
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 （小生１０月１０日の日記より） 

 何と今日は中村博士の祥月命日ではないか。阿弥陀経をあげよう

と思う。読売新聞の書評欄を見て私が上尾市立図書館に初めてリク

エストした一冊であるが、著者が１９５１年生まれ（私と同じ）の

植木氏であることでも縁を感じたのであるが、いわば同級生が中村

元博士の評伝を書いてくれて嬉しいのである。リクエストが採用さ

れ届いてから明日返却日が迫りやっと読了予定だが、この日が祥月

命日だったとは偶然とはいえびっくりしたものである。 

 この本は中村博士の業績を讃え、心底私淑なさった植木氏ならで

はの視点から書かれていて大変面白く読みました。この本によって

偉大なる仏教学者中村元博士が世に広く伝わればいいなと思うもの

であります。 

 今はご浄土におられる中村博士に一句 

「南無仏と 感謝ばかりの 秋うらら」 

（ペンネーム 愚禿 正願） 

 

 

『仏教学者 中村元』 

～求道のことばと思想～ 

植木 雅俊 著 

        角川書店 

 

 

『死の淵を見た男』 

～吉田昌郎と福島第一原発

の五〇〇日～ 

門田隆将 著 

    ＰＨＰ研究所 

 ２０１１年の東日本大震災による福島原発事故が福島県のみなら

ず東日本も大惨事となる事態を救った人々の一人が、この本の中心人

物で当時、東電福島第一原発所長の吉田昌郎氏だったことは間違いな

い。（同氏は同事故一年後食道がん・脳内出血を患い逝去された。） 

 決死の思いで仲間たちや関連企業、自衛隊の方々等の協力も得て、

時には東電本社や官邸とも喧嘩しながら、世界で初めての海水注入に

よる原子炉冷却にチャレンジし、格納器爆発による放射能拡散を少し

でも防ごうと戦った‘現代のサムライ’と言って良いと思う。 

 本を読んで涙を流すということはそうあることではないが、この本

は何度涙したことか。大の男が・・・。自分の命よりも、それでも非

難せざるを得なかった福島県民や国民を守るための戦いをした真の

男と人々の実話である。最近問題になった「吉田調書」（同じ作家が

‘吉田調書を読み解く’を出刊）と併せ読むと当時の大変な状況が良

く理解できるし、人間の勇敢さと同時に愚かさも実感できる。心底か

ら少しでも多くの方々に読んで貰いたいと思う。 

               （ペンネーム 梅・忍） 

「おすすめ！私の一冊」～みなさんから投稿いただいたものをご紹介します～ 
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第 30号 

 

アッピー・コバトン・さいたまっちに続け！？ 

～ 上尾市図書館分館のマスコットたち ～ 

―“図書館ボランティア”のページ― 

“ゆるキャラブームが続く昨今。上尾市の各図書館にも、かわいいマスコットが誕生していたのを 

ご存じでしたか？ 

 

 

私たち図書館ボランティアは、図書館のお手伝いをしています 

おまけのクイズ：このページにもマスコットたちがいます。 

誰がどの名前か当ててみてね～ 

○生みの親は各館の職員さん 

 デザインを考えたのは各館の職員さんたち。駅から近くて便利な

駅前分館は「電車」、たちばな分館は果物の「橘」、大石分館は地域

の行事「ささらししまい」をモチーフに……と、各館・各地域の個

性がしっかり盛り込まれた、かわいいマスコットたちが誕生しまし

た。でも、最初はまだ正式な名前がついていなかったのです。 

 

○名づけ親は利用者のみなさん 

そこで、今年の 5 月から 7 月にかけて、各館で利用者の方々を対

象にマスコットのニックネームの投票が行われました。各館で考え

た３つの候補の中から名前を選んで投票していただくと、読書パス

ポートにマスコットの絵柄のスタンプも押してもらえるとあって、

各館をスタンプラリーのように巡った人もいたもよう。 

 

○各館のマスコットの名前 

 ・駅前分館…えっきぃ ・大石分館…ささらん ・瓦葺分館…かわらちゃん  

・平方分館…平ちゃん ・たちばな分館…たちばなちゃん   

・上平公民館図書室…とまちゃん ・原市公民館図書室…カッピー  

・大谷公民館図書室…ぶどうちゃん 



〔　　〕内は請求番号　この棚をご覧ください。　
書　　　　　名 請求番号 著者名等 出版者

AIは「心」を持てるのか 〔007.1〕
ジョージ・ザルカダキ
ス／著

日経BP社

本屋って何? 〔024〕
稲葉　茂勝／文，秋田
喜代美／監修

ミネルヴァ書房

生きづらさからの脱却 〔140〕 岸見 一郎／著 筑摩書房

魔術の人類史 〔147〕
スーザン・グリーン
ウッド／著

東洋書林

ピュリツァー賞受賞写真全記録 〔209〕 ハル・ビュエル／編著
日経ナショナルジオグラ
フィック社

聞き書緒方貞子回顧録 〔289オ〕 緒方　貞子／[述] 岩波書店

銀座歴史散歩地図 〔213.6〕 赤岩　州五／編著 草思社

大英帝国の親日派 〔319.3〕
アントニー・ベスト／
著

中央公論新社

未来に選ばれる会社 〔335.4〕 森　摂／著 学芸出版社

図解ASEANを読み解く 〔338.9〕 みずほ総合研究所／著 東洋経済新報社

「試し書き」から見えた世界 〔361.4〕 寺井　広樹／著 ごま書房新社

うちの息子ってヘンですか？ 〔379.9〕 小崎　恭弘／著 SBクリエイティブ

ひとりで探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑 〔459〕 柴山 元彦／著 創元社

街のきのこ散歩 〔474〕 大舘 一夫／著 八坂書房

　　女子のための髪育レッスン 〔494〕 浜中 聡子／監修 辰巳出版

近代測量史への旅 〔512〕 石原　あえか／著 法政大学出版局

住環境のバリアフリー・ユニバーサルデザイン 〔527〕 野村　歡／編 彰国社

農家の手づくり野良着 〔593〕 農山漁村文化協会／編 農山漁村文化協会

かくれんぼケーキ 〔596.6〕 下迫　綾美／著 日東書院本社

東京2025 〔601〕 市川　宏雄／著 東洋経済新報社

新幹線を走らせた男 〔686〕 高橋　団吉／著 デコ

楽器学入門　写真でわかる！楽器の歴史 〔763〕 守重　信郎／著 時事通信社

笑顔が未来をつくる　私のスケート人生 〔784〕 鈴木　明子／著 岩波書店

常用漢字の歴史　教育、国家、日本語 〔811〕 今野　真二／著 中央公論新社

やせる石鹸 〔913.6 ｳﾀ〕 歌川　たいじ／著 KADOKAWA

たらふくつるてん 〔913.6ｵｸ〕 奥山　景布子／著 中央公論新社

与楽の飯　東大寺造仏所炊屋私記 〔913.6ｻﾜ〕 澤田　瞳子／著 光文社

終戦のマグノリア　The End of the War of Magnolia 〔913.6ﾄﾏ〕 戸松　淳矩／著 東京創元社

わるいうさぎ 〔913.6ﾅｶ〕 中島　さなえ／著 双葉社

サワコの朝 〔914.6 ｱ〕 阿川　佐和子／著 大和書房

ナプキン・ノート 〔936 ｷ〕 ガース・キャラハン／著 辰巳出版

※ここでご紹介している本は一部です

新着図書案内

 5



6 

 

とき：１２月１３日（日） 午前 10：30～11：55 

場所：図書館本館集会室（２Ｆ） 

対象：小学生以下の子どもと保護者 

定員：６０人（先着順）／入場無料 

申し込み：当日、直接会場へ 

   １２月の催し物  

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   未年
ひつじどし

がゆき、申年
さるどし

がめぐりくる       

   平成２７年のカレンダーの残りも、あとわずかとなってきました。 

  『羊をめぐる冒険』（村上春樹著）、『羊たちの沈黙』（T.ハリス著）、『アンドロイドは電気羊の夢 

  をみるか』(P.K.デイック著)など書名に羊がつく本はいくつか思い浮かびますが、猿というと『さ 

  るかに合戦』くらいしか出てきません。が、調べたらありました「猿
さる

蓑
みの

」という句集です。「初しぐ

れ猿も小簑をほしげ也
なり

」巻頭の 1 句により「猿簑」と名づけられたこの句集は、芭蕉七部集中の白

眉といわれているそうです。また岩波文庫から幸田露伴の『（評釈）猿蓑』が出ており、図書館でも

閉架書庫に所蔵しています（請求記号 911.3 コ）。言葉使いや旧字体などがとても難解で、読みや

すい本とは言えないのですが紹介させていただきます。興味ある方はぜひどうぞ！ 
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