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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18日）、敬老の日（９月19日）も開館します。

８月１3・１4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。
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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.lib100.nexs-service.jp/city-ageo/spopac/ 
                   index.do 
 

  ７月からの本館展示テーマ 

          「海の日 山の日」 
 

  

               
 
 

図書館カレンダー 

特   集    ♪ナクソス・ミュージック・ライブラリー♪がスタート 

      ♪歴音♪懐かしきあの歌、あの声・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

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

ボランティアのページ 「ＹＹコーナーってなに？」 

              ～図書館のいろいろなサービス～・・・・・・・４ 

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

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

 今年の８月１１日に新しく国民の祝日の仲間入りをする「山の日」。日本は国土の約７割を山間部が

占める山の国です。一方、制定から２１年目を迎える海の日には、全国で海にまつわるイベントが催さ

れるなど、祝日として広く定着してきています。 

 時にその恩恵を受け、時におそれを抱き、私たちは豊かな自然と共に生きてきました。かけがえのな

い自然を次の世代へと受け継いでいくために、海へ、山へ、本を通じて出かけてみませんか？ 
 
 

９月26日～30日は図書 

整理期間のため休館です。 
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♪ナクソス・ミュージック・ライブラリー♪ がスタート 

上尾市図書館では、平成 28年 6月 1日から、クラシックやジャズを中心に音楽を提供するインターネット

図書館「ナクソス」のサービスを開始しました。ナクソスが配信する CD 枚数は 10 万枚以上あり、総曲数は

150万タイトルを超えます。 

上尾市図書館の「利用カード」を所有している方は、どなたでもご利用できます。上尾市内の本館・分館・

公民館図書室のカウンターで、IDとパスワードを発行します。パソコンでナクソスのホームページにログイン

して曲を聴いてください。 

 

【ご利用について】 

○パスワードの使用期限は初回ログイン時から 1週間になります。 

○ナクソスはパソコンでのみ接続・ご利用いただけます。 

スマートフォンはご利用できません。 

○利用時にパンフレットをお渡ししています。ご活用ください。 

○アクセス数には限りがありますのでご注意ください。 

 

※ナクソスホームページ URL：http://ml.naxos.jp/ 

   ※詳しくは、上尾市図書館ホームページにてご確認ください。http://www.city.ageo.lg.jp/ageolib/ 

 

♪歴音♪ 懐かしきあの歌、あの語り         

国立国会図書館が配信する歴史的音源を提供しています。 

懐かしい、また初めて聴く音源が多数収録されています。ご利用ください。 

 

Ｑ：歴音（歴史的音源）って何？ 

「歴史的音源」とは、歴史的音盤アーカイブ推進協議会（ＨｉＲＡＣ）がデジタル化した１９００年初頭から

１９６０年代までに国内で製造されたＳＰ盤および金属原盤等に収録された音楽・演芸・演説などの音源

です。全音源数は、約５万点です。 

Ｑ：どんな音源があるの？ 

落語、浪花節、長唄、講演、ジャズ、歌謡曲、歌劇、学曲（ギター・琴・尺八等）、浄瑠璃（義

太夫・清元節・常磐津節）・・・など多様なジャンルの音源です。 

Ｑ：収録タイトルは何があるの？     

 たとえば… 
落語：『いかけや』（テイチクレコード、1932）桂春団治（初代） 

歌舞伎：『雪夕夜入谷畦道-直侍』（ニッポノホン、1921）市村羽左衛門（十五代目） 

浪曲：『赤垣源蔵 徳利の別れ』（コロムビア、1935）桃中軒雲右衛門 

漫才：『ボクの家庭』（テイチク、1936）横山エンタツ・杉浦エノスケ 

歌曲：『歌劇【蝶々夫人-晴れた日の-】』（ビクター、1930）三浦環 

 

 

http://www.city.ageo.lg.jp/ageolib/
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演説：『普通選挙について』（コロムビア、1928）（ニッポノホン、1928）尾崎行雄 

歌謡曲：『東京行進曲』（ビクター、1929）佐藤千夜子 

講演：『地震の話』（ビクター、1930）今村明恒（理学博士）  

 Ｑ：利用するにはどうすればいいの？ 

上尾市図書館本館の利用者用端末でご利用が可能です。カウンターに、お声がけください。 

（注）音源の複製やダウンロード（取り込み）は出来ません。 

 

 

「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 

（７２６） 

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

サイズの絵手紙ではなく、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） 

 

何度も読み返した大切な本、とても役に立った本などみんなにお勧めしたいあなたの一冊を紹介し

てください。小説、歴史書、実用書や絵本に児童書…ジャンルはなんでもかまいません。上尾市図書

館に所蔵していない本でも結構です。 

カウンターの応募用紙にご記入の上、投函箱に入れてください。図書館ホームページからも投稿で

きます。いただいた“おすすめ！私の一冊”は、“みんなの図書館”紙面に掲載いたします。たくさんの

ご応募をお待ちしております。    

おすすめ！私の一冊” 大募集！ 

 



                        ４ 

 

なぜＹＹコーナーというの？ 

 

Ｙはヤングのことで、10代の青少年（特に中高生）に向けて

「みんなでワイワイ楽しく来て本を借りてね」 

という願いが込められています。 

学校生活に役立つような、勉強科目の本や進路の本、 

部活に関する本などが並んでいます。 

 

YY コーナー担当の職員 3人が 

本を読んで、書評を書き、話し合って決めています。 

選ばれた本たちは 

展示コーナーに並べるだけではなく、 

3か月に 1回発行している『Next Generation』 

という YY コーナーの情報紙にも紹介されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 33号 

YYコーナーってなに？ 

～ 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― 

図書館本館 2階カウンターの右側にある「YY コーナー」。 

いったいどんなコーナーなのかご存知でしたか？ 

 

 

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 

 

中地下という場所に 

まだまだたくさんの本があります。 

カウンターの人にお話しして、 

持ってきてもらいましょう。 

 

願いが込められていたんだね。 

でも、ワイワイ騒ぐのはだめだよ。 

ＹＹコーナーの特集する本は 

どのように決めているの？ 

本は本棚に 

あるものしかないの？ 

 

 読みたい本が 

見つかりそう！ 
 

心に残った本があったら 

感想を書いて 

みんなに紹介してみよう。 



〔　　〕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

Googleサービスがぜんぶわかる本 〔007.5〕 洋泉社

戦地の図書館～海を越えた一億四千万冊～ 〔019〕
モリー・グプティル・
マニング/著

東京創元社

感じるスコラ哲学 〔132〕 山内 志朗／著 慶應義塾大学出版会　

逃げる自由 〔159 ﾀ〕 為末 大／著 プレジデント社

世界が称賛する日本人が知らない日本 〔210.0〕 伊勢　雅臣／著 育鵬社

流れをつかむ日本の歴史 〔210.1〕 山本　博文／著 KADOKAWA

ヨーロッパの街角　　中世香る町、愛らしい村 〔293〕
上野　美千代／写真・
文

光村推古書院

池上彰のこれが「世界を動かすパワー」だ！ 〔304 ｲ〕 池上　彰／著 文藝春秋

新しい幸福論 〔332.1〕 橘木　俊詔／著 岩波書店

　　　　採用学 〔336.4〕 服部　泰宏／著 新潮社

家族という病　２ 〔367.3 2〕 下重　暁子／著 幻冬舎

日本人の闘い方 〔399.１〕 齊藤　孝／著 到知出版社

知られざる地球動物大図鑑 〔480〕 ロス・パイパー／著 東京書籍　

女30代からのなんだかわからない体の不調を治す本 〔495〕 松村 圭子／著 東京書店　

からだによいオイル 〔498.5〕 井上 浩義／著 慶應義塾大学出版会　

「東国の城」の進化と歴史 〔521〕 西股　総生／著 河出書房新社

ロケット・ササキ 〔549〕 大西　康之／著 新潮社

すくって楽しい！スコップレシピ 〔596〕 田村　つぼみ／著 日東書院本社

３分で愛情たっぷりベビーマッサージ 〔599〕 鈴木　きよみ／著 学研プラス

鉄道員のぶっちゃけ話 〔686〕 大井　良／著 彩図社

おいしい雑草 〔657〕 平谷　けいこ／著 山と渓谷社

昭和の歌藝人　三波春夫 〔767〕 三波　美夕紀／著 さくら舎

サッカー通訳戦記 〔783.4〕 加部　究／著 カンゼン

美しい日本語が身につく本 〔810〕 金田一　秀穂／監修 高橋書店

スイム！スイム！スイム！ 〔913.6 ｲｶﾞ〕 五十嵐　貴久／著 双葉社

決戦！川中島 〔913.6 ｹｯ〕 冲方　丁・他／著 講談社

求愛 〔913.6 ｾﾄ〕 瀬戸内　寂聴／著 集英社

どこかでベートーヴェン 〔913.6 ﾅｶ〕 中山　七里／著 宝島社

亡者たちの切り札 〔913.6 ﾌｼﾞ〕 藤田　宜永／著 祥伝社

江戸へおかえりなさいませ 〔914.6 ｽ〕 杉浦　日向子／著 河出書房新社

音に出会った日 〔936 ﾐ〕 ジョー・ミルン／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
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★ ７月・８月の催し物 ☆ 
 
       
     
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問い合わせ⇒上尾市図書館（本館） 〒362-0037 上尾市上町 1-7-1  ☎773-8521     

 

 

 

 

子ども映画会 

・キャスパー 

・日本の昔ばなし 

・うぬぼれ白らくだ 

日時：7月 10日（日） 

午前 10時 30分～11時 25分 

場所：上尾市図書館集会室（本館 2階） 

対象：小学生以下の子どもと保護者（定員 60人） 

入場料：無料 

申込：当日、直接会場へおいでください。 

 

子ども映画会 

・忍たま乱太郎／忍術学園全員出動！の段 

日時：8月 21日（日）午前 10時 30分～11時 50分 

場所：上尾市図書館集会室（本館 2階） 

対象：小学生以下の子どもと保護者（定員 60人） 

入場料：無料 

申込：当日、直接会場へおいでください。 

夏休み科学あそび「科学の力でサバイバル！ 

きみは生き残れるか！？」 

日時：7月 29日（金）午前 10時 00分～11時 30分 

内容：科学実験をとおして、「なぜ」がわかる 

楽しさを実感する。 

場所：上尾市図書館集会室（本館 2階） 

対象：市内に在住の小学生 

定員：20人（定員を超えた場合は抽選） 

持物：筆記用具 

申込：往復はがきに行事名、住所、氏名、学校名、学

年、電話番号を記入の上、7 月 15 日（金）必着

で上尾市図書館まで。 

 

 

夏休み♪体験！！図書館員♪募集 

日時：8 月 3 日（水）①午前 8 時 45～正午 ②午後 1 時

15 分～4 時 30 分、8 月 5 日（金）③午前 8 時 45

分～正午 ④午後 1時 15分～4時 30分 

場所：上尾市図書館本館 

対象：市内に在住の小学 5・6年生 

定員：各回 4人（定員を超えた場合は抽選） 

申込：往復はがきに行事名、住所、氏名、学校名、学

年、電話番号、希望の回（①～④のいずれか）を

記入し、7 月 19 日（火）必着で上尾市図書館ま

で。 
みんなあつまれ！ぼくのつったザリガニは、何才？ 

日時：7月 10日（日）午前 9時 30分～正午 

場所：自然学習館 

対象：市内に在住の小学生以下の子ども 

※4年生以下は保護者同伴 

定員：15人（先着順） 

申込：7月 1日（金）から 8日（金）まで電話 

受付。※受付時間 10時～16時（土日を除く）参

加する時は読書パスポートを持ってきてね。

スタンプをおすよ。 

子どもの読書活動支援センター ☎773－3711   

まなつのこわ～いおはなし会 

日時：8月 23日（火）午後 3時 30分～4時 30分 

場所：上尾市図書館集会室（本館 2階） 

定員：35人 

申込：直接会場（上尾市図書館）へおいでください。 

 子どもの読書活動支援センター ☎773－3711 

 

子どもの読書活動支援センター☎773－3711 

 

おやこでえほんサロン 

日時：7月 15日（金）、8月 19日（金） 

午前 10時～11時 

場所：東保健センター 2階多目的室 

対象：1歳～未就学児とその保護者 

参加費：無料 

申込：直接会場（東保健センター）においでください。 

子どもの読書活動支援センター☎773-3711 

おまちして 

います 

好きな絵

本を見つ

けてね 


