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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】

※ゴールデンウィーク（４月２9日、５月３日～５日）は開館します。
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  ２０１６(平成２８)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 

５月からの本館展示テーマは・・・「震災」 

               
 
 

図書館カレンダー 
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ボランティアのページ   「本を大切に… 

                                           平成２７年度 図書リサイクル 報告！」・・・４ 

新着図書案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

５月・６月の催し物   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

 熊本を中心に九州を襲った大地震。東日本大震災がまだいえぬ間にまたしても

大災害が発生しました。犠牲になられた方々のご冥福をお祈りいたします。被災さ

れた方々が一刻も早く穏やかな生活に戻れることを願って、図書館でも義援金を

お受けしています。いつどこで起こるか分からない震災。今回は震災に関連する

本を集めました。 
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平成 31年（予定） 新図書館複合施設が誕生 

○建替えは長年の課題

現本館は昭和 56 年開館以来、市民の皆さまに親しまれ、ご利用いただいております。

しかし、施設も老朽化し、書架・閲覧席・学習席の不足やバリアフリー化が不十分である

などから、建替えが長年の課題とされてきました。 

○本の冊数や座席数の増加

新図書館では、本の冊数や座席数を増やし、より迅速な貸出しサービスができる自動式

書庫や、自然豊かな立地を生かし、自然環境に溶け込む読書席として外部テラスの配置を

検討しています。 

○総合的な生涯学習施設

新図書館は「市民が集い活動できる拠点」として、青少年センターなどとの複合施設と

し、ギャラリー、シアタールーム、郷土資料コーナー、研修室、学習室などを設け、市民

が生涯を通して学び、交流し、青少年の育成活動を行える総合的な生涯学習施設を目指し

ています。 

≪建設予定地≫大字西門前字南前 580番１他 

○新図書館複合施設の基本設計業務が完了しましたのでお知らせいたします。基本設計は、

図書館に備え付けるほか、市ホームページでもご覧いただけます。

対面朗読サービスについて 

６月から対面朗読サービスが始まります。 

活字による読書が困難な方へ図書を直接お読みする『対面朗読サービス』については、

朗読ボランティアグループ「やまびこ」さんに長い間ご尽力をいただいておりました。 

昨年度、上尾市図書館で音訳者養成講座を開催し、上尾市図書館音訳者を養成いたしま

した。これにより図書館でも『対面朗読サービス』を開始します。なお、自宅での『対面

朗読サービス』につきましては、これまで通り「やまびこ」さんにご依頼ください。 

【利用対象者】 

① 上尾市に在住、在勤、在学で利用カードの交付を受けた人

② 視覚障害のある人、視覚障害はないが、識字障害や学習障害などの理由で、本を読ん

でも内容の理解等が難しい人や長時間集中して本を読めない人

【対面朗読者】  

  初級音訳者養成講座を修了し、上尾市図書館音訳者として登録した人並びに同講座を修

了した図書館職員 
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【対面朗読時間】 

開館日の午前９時～午後５時の間 

１回２時間以内 １日２回まで 

※２時間での申し込みとなりますが、延長を希望する場合音訳者の調整がつけば延長し

ます。 

【対面朗読の場所】 

上尾市図書館 本館２階 対面朗読室 

市内公共施設（※調整が必要になりますので、お早めにご相談ください。） 

【対面朗読資料】 

当館資料及び他館からの借受け資料 

利用者が持参する図書・雑誌・パンフレットなど 

※私信などプライベートな資料は除きます。 

【申込み】 

原則として利用日の５日前までに、直接または電話、ＦＡＸ等でお申込みください。 

上尾市図書館障害者サービス担当 

Tel 773-8521   Fax 776-7330 

E-mail s724000@city.ageo.lg.jp 

 筆者は、美大の洋画科を出てグラフィックデザイナーとなった。６１

才の時、脳梗塞で入院生活を機に絵手紙を始め、現在７９才。葉書サイ

ズの絵手紙でなく、大版で本格的な写生画といった所だ。風景や花、野

菜、果実などが美しく描かれている。それに達筆で短い言葉から、かな

り長い自由詩や散文が書かれていて味わい深い。中でも母と義母の介護

の体験を基にしたものにとても感動した。二つの作品を紹介したい。 

①栗の絵には「桃や栗が三年なら、介護は愛で一念、肩の力を抜いて専

念です。」 

②ラディッシュの絵には「この身一つのために葉っぱの面積は、二十倍

も三十倍もの大きさになるんですね。子を育む親の愛に似ていると思い

ませんか。そう思う私は、実はね、二十分の一も、いえ三十分の一も親

に何一つ返していないんです。」 

 絵がきれいで添えた言葉は心暖まるものがある。８０ページほどなの

で、一気に読み上げた。後味がとても良かった。 

（ペンネーム 上 Ｍ・Ｍ） 

「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

～

『母へありがとう 

の絵手紙』 

島崎昌美 

素朴社 
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第 32号 

―“図書館ボランティア”のページ― 

図書館で所有している本や雑誌の中から、図書館では所蔵しなくなったものを、利用者の皆さんに

無料で配布する図書のリサイクルが、２月２７日（土）と２８日（日）、上尾市図書館２階大会議室

を会場に行われました。 

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 

本を大切に… 

平成２７年度 図書リサイクル 報告！ 

すごい人だね♪ 

本を選ぶ目がみんな真剣！ 

個人ではなかなか買えないような

大きな全集など、熱心なファンの方

には掘り出し物があるみたい！ 

朝一番で長い行列ができていまし

た。 

 

お子様連れのお母さんが目立っていたね。 

児童図書や絵本を探しに来たのかな。 

ボランティアが協力したことは 

①３０分入れ替え制で人数を限定して入場するため、入場予約整理券の配布

②会場内の図書の整理と案内、来場者の本探しの手伝い

③終了後の片づけ

などなど… 

 参加してみて、整理券の配布は結構楽しい作業でした。並んでいる方の目を見て声をかけ

たり、整理券の説明をしながら配るようにしたりしました。 

２日間で来場者は計７６７人。年齢層別では 

～１０代 １０．６％ 

２０，３０代 １３．０％ 

４０，５０代 ３０．４％ 

６０，７０，８０代 ４４．０％ 

と、年齢の高い方が多くなっていました。 

配布された資料は図書と雑誌を合わせて

９２８９冊。その中でも、初日は熱心な図書

リサイクルファンの方が朝から駆け付け、 

６０００冊以上配布されました。 



〔　　〕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

絵本に魅せられて 〔019〕 佐藤　英和／著 こぐま社

世界の美しい本 〔020〕
海野　弘／解説・監
修

パイインターナショナル

神社と古代豪族の謎 〔175〕
歴史REAL編集部／
編

洋泉社

はじめての親鸞 〔188.7〕 五木 寛之／著 新潮社

東京近郊の入門山ハイク　日帰りであるく２２コース 〔291.3〕 ― JTBパブリッシング

はじめての親子ハイク　関東周辺 〔291.3〕 ― JTBパブリッシング

タスマニアを旅する６０章 〔297〕 宮本　忠／著 明石書店

帝国自滅　プーチンVS新興財閥 〔312.3〕 石川　陽平／著 日本経済新聞出版社

アメリカの対日政策を読み解く 〔319.5〕 渡辺　惣樹／著 草思社

図解社会人の基本敬語・話し方大全 〔336.4〕 岩下　宣子／著 講談社

マイホームのお金 〔338.7〕 丸山　景右／著 すばる舎

老人の壁 〔367.7〕
養老　孟司・南　伸
坊／著

毎日新聞出版

不思議で美しいミクロの世界 〔460〕 ジュリー・コカール／著 世界文化社　

世界のかっこいい鳥 〔488〕 上田　恵介／監修 パイインターナショナル

　血糖値を下げる!糖尿病に効く「かんたん体操」 〔493.1〕 宮本　正一／著 洋泉社　

シャープ「企業敗戦」の深層 〔540〕 中田　行彦／著 イースト・プレス

潜水艦のメカニズム完全ガイド 〔556〕 佐野　正／著 秀和システム

漆学 〔576〕 宮腰　哲雄／著 明治大学出版会

具だくさんでおいしい食べるスープ 〔596〕 枝元　なほみ／著 世界文化社

最新新幹線事情 〔686〕 梅原　淳／著 平凡社

トウガラシの世界史 〔619〕 山本　紀夫 中央公論新社

歌川国貞　これぞ江戸の粋 〔721〕
歌川　国貞／画
太田記念美術館／監修

東京美術

ゆっくりたのしむ山歩き　はじめてでも安心！ 〔786〕 古谷　聡紀／著 永岡書店

金田一秀穂の心地よい日本語 〔810〕 金田一　秀穂／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

たまらなくグッドバイ 〔913.6 オオ〕 大津　光央／著 宝島社

イサの氾濫 〔913.6 キム〕 木村　友祐／著 未來社

ハーレーじじいの背中 〔913.6 サカ〕 坂井　希久子／著 双葉社

謎の女幽蘭　古本屋「芳雅堂」の探索帳より 〔913.6 デク〕 出久根　達郎／著 筑摩書房

武蔵無常 〔913.6 デク〕 藤沢　周／著 河出書房新社

季語を生きる 〔911.3 イ 〕 茨木　和生／著 邑書林

屋根裏の仏さま 〔933 オツ〕 ジュリー・オオツカ 新潮社

※ここでご紹介している本は一部です

新着図書案内

５
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催し物のご案内 

♦土曜映画会♢
『蟬しぐれ』 

日    時）５月１４日(土)１回目午前１０時～午後１２時１０分  

２回目午後１時３０分～３時４０分

場    所）図書館本館２階 集会室 
対    象）どなたでも（定員・各６０人）先着順 
入 場 料）無料    ※当日、直接会場へお越しください♪ 

♡子ども映画会♥ 
『みにくいアヒルの子』    ９分 
『ミッキーマウス』   １６分 
『雨ふり小僧』 ２４分 

日    時）６月１２日（日） 午前１０時３０分～１１時２０分 
場  所）図書館本館２階 集会室 

対  象）小学生以下の子どもと保護者  

定  員）６０人（先着順）  

＜申し込み＞ 

  当日、直接会場へお越しください♪ 

★子どもの読書活動支援センター イベント ☆
  ＡＹＹ(あげおよむよむ)レンジャーすぺしゃるおはなし会 

科学えほんを楽しもう！「音ってフシギ！」 
日  時) ５月１5日(日) 午前 10時～午後 12時 
場  所) 図書館本館２階 集会室 
対  象) 小学 1年生以上の人 
定  員) 20人（先着順） 
＜申し込み＞ 

５月６日（金）から当日までの１０時～１６時（土・日を除く）に電話で、 
子どもの読書活動支援センターへ♪ 

★子どもの読書活動支援センター イベント ☆ 
読み聞かせに向く本、子どもに読んでほしい本 

    ～低・中学年～ 
日  時) 6月 30日(木) 午前 10時～11時 30分 

 場  所) 図書館本館２階 集会室
対  象) 学校や図書館などで子どもの読書活動に関するボランティア活動を行っている人、

学校応援団の読み聞かせグループ、学校図書館支援員 
 定  員) 40人（先着順） 
＜申し込み＞ 
      6月 1日(水)から 29日(水)まで 10時～16時（土・日を除く）に電話で、 

子どもの読書活動支援センターへ♪ 

 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 


