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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】

海の日（７月20日）、敬老の日（９月２１日）も開館します。

８月１5・１6日は館内消毒のため、大谷、上平、原市公民館図書室は休館です。

1

8月 ９月7月

7･8月号 
No.１９８ 

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 

７月からの本館展示テーマ 

          「 忘れえぬ昭和 ～【いくさの記憶】～」 
               
 
 

図書館カレンダー 

特   集   「戦 後 ７０ 年」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２、３ 

朗読ボランティア養成講座のお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

ボランティアのページ 「録音図書を利用してみませんか？」 

             ～意外と知らない図書館のサービス～・・・４ 

新着図書紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

７月・８月の催し物  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

 独(ひとり)して堪へてはをれどつはものの親は悲しといはざらめやも 
  
短歌の作者は三男がサイパン島で玉砕、前々年に長男、次男を相次いで失っています。慟哭

の歌に、ただ黙して頭をたれるしかありません。忘れられない忘れてはならない70年目のあの

夏がまた巡ってきました。 
シリーズでお送りしている忘れえぬ昭和、７月からの展示は【いくさの記憶】です。                                      

                                                                                                        半田良平 『幸木』（昭和２３）所収 
 
 
 

 ９月29日～10月2日は 

図書整理期間のため休館 
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８月１５日は終戦の日(終戦記念日)です。大東亜戦争の敗戦から今年で７０年の歳月がたち、日本の

総人口に対する戦後生まれの割合は８０．３％となりました(※)。戦渦により国内だけでなく多くの尊

い命が失われた戦争について知り、悲惨な記憶も次の世代へと引き継いでいくために、こんな本を読ん

でみませんか。          ※総務省統計局 「人口推計(平成２６年１０月１日現在)」参照 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月読（つきよみ）：月の神、 加那（かな 奄美語）：恋人, 愛する人 

   

さがしています 

童心社 

アーサー・ビナード/作 

岡倉禎志/作 

分類 [児 E ｻ] 

 

はらっぱ 

戦争・大空襲・戦後…いま 

 戦前、戦中、戦後と 60 年に渡り同じ原っぱの移り

変わりを描いた絵本です。いつのまにか変わっていく

はらっぱと町の様子が細やかで丁寧な絵で描かれて

おり、じっくり見るほど発見があります。 

時代と共に日常は少しずつ変化し、その中で人々は

淡々と生活を送っていくものなのかもしれません。 

けっして忘れてはならない時代を振り返り、現在や

未来について子どもたちと語り合うきっかけになる

かもしれません… 

童心社 

西村繁男/画  

神戸光男/構成・文 

分類［児 E ﾊ］ 

「原子爆弾」も「核兵器」も核開発をすすめた人達が

つくった呼び名。それに対して「ピカドン」は生活者

が生み出した言葉だ。━（作者あとがきより） 

日本に来日してから「ピカドン」という言葉を知った

作者は平和記念資料館に幾度となく通い、そこに収蔵

されている展示物「声なきものたち」にひそむ物語を

通訳者としてことばで伝えたいと思ったそうです。怖

い事や恐ろしい場面もない本ですが、物が「語り部」

となってあの日以来止まった時間、戦時中にも確かに

あった人々の生活の営みを静かに語ってくれます。 

    
モノと子どもの昭和史 

平凡社 

天野正子・石谷二郎・ 

木村涼子/著  

分類［384.5］ 

 オムツ・学習机・制服・おやつ・マンガ…子どもを

取りまく様々なモノを通して、戦中から戦後の日本を

読み解きます。たとえばおやつ。戦前に登場し、包み

紙さえ宝物となったキャラメル。戦中、食事でありお

やつでもあったさつまいも。進駐軍兵士にもらったチ

ョコレートなどなど。読み終わったあとは、身の回り

のモノが、ちょっと変わって見えてくるかもしれませ

ん。 

 

海辺の生と死 

中央公論新社 

島尾ミホ／著 

 

分類 [914.6 ｼ] 

 

島尾ミホは、奄美の加計呂島の島長（しまおさ）の

家に生まれました。貴石をちりばめたような子ども時

代が終わった後、ミホは、島に駐屯する特攻隊隊長と

の運命の恋に落ちます。やがて、突撃命令が下り、島

人は自決の場所へ、ミホは短剣を握りしめ、死での装

束で愛する人のもとに向かいます。命をかけた愛の姿

は美しく、また悲しく、心に残ります。  

月読の蒼き光もまもりませ加那征き給ふ海原の果て 

 

戦後７０年 
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上尾市図書館では、視覚障害者等のために対面朗読と録音資料の製作を行う朗読者（音訳者）ボラン

ティアを新規に募集します。 

今年度は初心者を対象にした初級音訳者講座を開催します。 

○初級音訳者養成講座日程  

平成 27年 10/6・13・27、11/10・24、12/1・8・22、平成 28年 1/12・26、2/2(全て火曜日) 

・・・午前 10時～12時 

10/20、11/17、12/15、1/19(全て火曜日)・・・午後 1時 30分～3時 30分 

全 15回 受講料は無料です。 

○講座開催場所  

上尾市図書館本館 2階集会室 

○応募条件（以下のいずれにも該当している方） 

①  15回の講座のほぼ 9割以上参加できる方 

②  上尾市図書館で、対面朗読活動と録音資料製作活動ができる方 

③  コンピュータの基本的な操作ができる方（文書作成やメールが使える程度） 

○募集人員                                 

20人 

○受講説明会 

受講を希望される方は下記のいずれかの受講説明会（いずれも同内容）にご参加ください。 

講座の説明と受講申込書を配布します。なお、受講者は選考により決定させていただきます。 

第 1回説明会 平成 27年 8月 4日（火）午前 10時～12時 

第 2回説明会 平成 27年 8月 11日（火）午前 10時～12時 

説明会受講希望者は 7月 1日（水）～7月 31日（金）の間に上尾市図書館へ電話で説明会参加日の申

し込みをしてください。 

  
秘蔵鉄道写真に見る 

戦後史(上) 

ＪＴＢパブリッシング 

須田寛/監修 

原口隆行/解説 

分類 [686] 

 

渋谷駅のマスコットとして有名な「忠犬ハチ公」の

像。実は大戦中の金属類回収令によって供出され、終

戦前日の昭和２０年８月１４日に溶かされてしまっ

たため、現在の像は二代目なのだとか。故郷へはしる

復員列車や、駅舎の建て直し、買い出しの人であふれ

るホームなど、復旧に向けて立ち上がる昭和２０年代

の様子が数々の鉄道にまつわる写真から伝わってき

ます。昭和３０年代を扱った下巻もあわせてどうぞ 

  

 

 

 

 

 

 

連合国が「戦争犯罪人」として日本の指導者などを

裁いた東京裁判において被告人全員の無罪を説いた

インド人裁判官パールは「平和に対する罪」「人道に

対する罪」が事後法であることを強調し、連合国の一

方的な勝者の裁きと批判しました。本書は法廷に提出

された膨大な彼の「意見書」の言葉を引用・読解し、

東京裁判の側面とパール判事の生い立ちや法学者と

しての経歴を紹介し彼の思想の根源に光を当てます。 

パール判事 

白水社 

中島岳志／著 

分類 [329.6] 

上尾市図書館初級音訳者養成講座受講生募集 

 

講座の申し込み・問い合わせは 

上尾市図書館 障害者サービス担当まで 

ＴＥＬ：０４８－７７３－８５２１（直通） 

ＦＡＸ：０４８－７７６－７３３０ 

E-mail：s724000@city.ageo.lg.jp 

 

 



                        ４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・録音図書とは? 

本や雑誌の文章を CD－ROM に録音したものを、一般に「デイジー」（DAISY＝Digital Accessible 

Information System の略）と呼びます。 

本館と大石分館に所蔵している「CD・DVD」とはまた違うもので、専用の再生機が必要。１・２級の障

害者手帳（視覚障害）をお持ちの方は、購入費の補助制度があります。（※詳しくは市役所、障害福祉課へ） 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

本館の２階には、対面朗読用の防音室や文字の拡大読書機があります。拡大したい資料を写真のように

に置くと、スクリーンに文字が大きく写る仕組み。白黒反転もでき、より読みやすくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 28号 

録音図書を利用してみませんか？  

～ 図書館のいろいろなサービス ～ 

―“図書館ボランティア”のページ― 

活字の図書を音訳した「録音図書」視覚障がいや、発達障がいなどで活字による読書が難しい方に

でも、これなら本を“聴いて”楽しめます。 

 

 

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 

 

 

▲録音資料（デイジー図書） 

はっきりした音声

で、すごく聞きや

すかったよ♪ 

 

 

 

視覚障がいのある方に、本や図書館を 

楽しんでもらえるね！ 

 

 

 

▲デイジー再生機 

  

▲拡大読書機 
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〔　　〕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

書籍の宇宙 〔020〕 鈴木　俊幸／編 平凡社

近代ニッポン「しおり」大図鑑 〔024〕 山田　俊幸／監修 国書刊行会

私のたしなみ100  〔159〕 大草 直子／著 幻冬舎　

お坊さんにまなぶこころが調う食の作法 〔188.8〕 星覚／著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

東インド会社とアジアの海賊 〔220〕 東洋文庫／編 勉誠出版

古代ローマの庶民たち 〔232〕
ロバート・クナップ／
著

白水社

キム・フィルビー 〔289 ㇷ〕
ベン・マッキンタイ
アー／著

中央公論新社

「いま」の日本が知っておくべきアジア情勢 〔302.2〕
ワールドエコノミー研
究会／著

PHP研究所

格差の世界経済史 〔361.8〕
グレゴリー・クラーク
／著

日経BP社

失敗しない謝り方 〔361.4〕 大渕　憲一／著 CCCメディアハウス

55歳からはじめたい自分らしい老楽支度 〔367.7〕 太田　知子／著 G.B.

教育学入門 〔371〕 岡田　昭人／著 ミネルヴァ書房

宝石   〔459〕
ロナルド・ルイス・ボ
ネウィッツ／文

化学同人

二重螺旋 完全版  〔464〕
ジェームス・D.ワトソ
ン／著

新潮社

　　　　　　　　　　「認知症」「寝たきり」になりたくなければ
　筋肉を鍛えなさい  

〔493.1〕 田辺 解／著 PHP研究所　

先生、イノベーションって何ですか？ 〔504〕 伊丹　敬之／著 PHP研究所

昭和の刻印 〔510〕 窪田　陽一／著 柏書房

ハンドメイドレクで元気！手づくり雑貨 〔594〕 寺西　恵里子／著 朝日新聞出版

とっておきの豚肉料理 〔596.3〕 神谷　英生／著 緑書房

育てて楽しむ種採り事始め 〔626〕 福田　俊／著 創森社

吉祥寺「ハーモニカ横丁」物語 〔672〕 井上 健一郎／著 国書刊行会

日本画　花を描く 〔724〕 菅田　友子/著 誠文堂新光社

球技の誕生 〔783.0〕 松井　良明/著 平凡社

古代エジプト文字ヒエログリフ入門 〔894〕
ｽﾃﾌｧﾇ･ﾛｯｼｰﾆ/著
矢島　文夫/訳

河出書房新社

猫は抱くもの 〔913.6オオ〕 大山　淳子／著 キノブックス

鷹ノ目 〔913.6イヌ〕 犬飼　六岐／著 文藝春秋

五十坂家の百年 〔913.6サイ〕 斉木　香津／著 中央公論新社

ムーンリバーズを忘れない 〔913.6ハラ〕 はらだ　みずき／著 角川春樹事務所

化け札　JOKER 〔913.6ヨシ〕 吉川　永青／著 講談社

生命は　吉野弘詩集 〔911.5 ヨ〕 吉野　弘／著 リベラル社

きょうかたるきのうのこと 〔914.6 ヒ〕 平野　甲賀／著 晶文社

※ここでご紹介している本は一部です

新着図書案内
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★ ７月・８月の催し物 ☆ 
 
       

 
 
 
 

♡子ども映画会♥                ♦夏休み科学遊び♢ 
 
日時）  ７月１２日(日)                  日時） ７月３１日(金) 
     午前１０時３０分～１１時３０分            午前１０時００分～１１時３０分 

 
『バッグス・バニー』１５分        『指紋を見つけろ！きみも科学捜査官』 
『のっぺらぼう』  １５分           

『かばのポトマス』 ２５分           場所）  図書館本館２階 集会室 
場所）  図書館本館２階 集会室            対象）  市内に在住の小学生 

対象）  小学生以下の子どもと保護者         定員）  ２０人（応募者多数の場合は抽選） 

定員）  ６０人（先着順）                  ＜申し込み＞ 

入場料）  無料                        往復はがきに催し名、住所、学校名、学年、 

＜申し込み＞                         電話番号を記入して、７月１７日（金）まで（必着） 

   当日、直接会場へお越しください♪           に図書館本館へ♪ 
 
 
 
 

★夏休み子ども映画会☆       ♡夏休み体験！！図書館員♥  
              

日時）  ８月２３日（日）                   ①７月２９日（水） 

午前１０時３０分～１１時３０分           午前８時４５分～正午   （４人） 

『ユニコ～魔法の島へ～』 ９１分      午後１時１５分～４時３０分（４人） 
    場所） 図書館本館２階 集会室                ②８月５日（水） 

    対象）小学生以下の子どもと保護者               午前８時４５分～正午   （４人） 

    定員）  ６０人（先着順）                       午後１時１５分～４時３０分（４人） 

     入場料)   無料                                    対象）市内の小学５・６年生 

 ＜申し込み＞                          ＜申し込み＞ 
       当日、直接会場へお越しください♪           往復はがきに催し名、住所、学校名、学年、 

                            電話番号を記入して、７月１６日(木)(消印有
効)までに図書館本館へ。応募多数の場合
抽選。 

申し込み・問い合わせ⇒上尾市図書館（本館）〒３６２－００３７ 上尾市上町１－７－１  

＜ＴＥＬ＞０４８－７７３－８５２１・＜ＦＡＸ＞０４８－７７６－７３３０      
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