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　　　　　      　　　　　　　　　　　　　　＊12月23日（金・祝）は電気設備

　　　　　　　　　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】

＊１１月３日(木)文化の日、１１月２３日(水)勤労感謝の日、１月９日(月)成人の日も開館します。

＊１２月２８日(水)から１月４日(水)までの年末年始の期間は休館します。

年末年始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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  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 

１１月からの本館展示テーマ 

          『 夏目漱石 ― 没後100年から生誕150年へ』 

               
 
 

図書館カレンダー 
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新着図書案内 ・ ・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 
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 行く年や猫うづくまる膝の上      夏目漱石       
 

 文豪・夏目漱石が亡くなったのは１９１６年１２月９日。今年は没後１００年に当たります。 

さらに来年２０１７年は生誕１５０年と、記念年続きの夏目漱石に関する資料を集めました。 

 今年も残り少なくなり、なにかと気忙しい時期ですが、この句のようにのんびりとした幸せを 

かみしめつつ、読書を楽しんでみませんか。        坪内稔典 『漱石くまもとの句２００選』所収                                                         
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新図書館の開館でさらに便利に  

市内のどこでも、本館と同等にきめ細やかな図書館サービスを提供するため、各分館・公民館図書室があ

ります。それぞれに特色があり、地域に根差した身近な図書館として市民の皆さんに親しまれています。 

また平成 31年度に開館を目指している新図書館複合施設は、図書資料が現本館より約 13万冊増え、約

43万冊の収蔵が可能となり、充実した図書館サービスを提供する中心拠点となります。   

 

希望の図書館で資料の受取り 

 本館・分館・公民館図書室で収集・保存される図書館資料はＷｅｂ予約やカウンターでの予約・リクエスト

に応じて、ご希望の市内各館でご利用いただけます。 

 

分館・公民館図書室の開館時間延長を検討 

 現在、施設ごとに開館時間が異なりますが、利用者の要望に応え、午前中からの開館や閉館時間を延長

することなども検討しています。 

 



 
                     ３ 

 

「デジタル化資料送信サービス」とは、国立国会図書館がデジタル化した資料のうち、絶

版等の理由で入手困難な資料を図書館内で利用できるサービスです。 

142万点（平成 28年７月時点）の資料の閲覧・複写利用ができます。どうぞ、ご利用くだ

さい。 

利用するには  

・図書館本館２階の閲覧用端末で利用できます。 

・利用できるのは上尾市図書館の利用カードをお持ちの方に限ります。市内在住・在勤・在

学で利用カードをお持ちでない方は、はじめに利用カードの交付を受けてください。 

・「デジタル化資料送信サービス」は国立国会図書館デジタルコレクションに収録されてい

ます。ご自宅で同コレクションを検索し、検索結果一覧に「国立国会図書館／図書館送信

限定」と表示されたものが送信サービスの対象コンテンツです。 

「国立国会図書館限定」と表示されたものは国立国会図書館内でのみ閲覧可能です。ご注

意ください。 

利用できる資料 

デジタル化資料送信サービスで利用できる資料のリストは次のとおりです。 

①図  書     昭和 43年までに受入れた図書 約 50万点 

②古 典 籍     明治期以降の貴重書 約 2万点 

③雑   誌     平成 12年までに発行された雑誌（商業出版物を除く） 

約 1万タイトル（約 78万点） 

④博士論文     平成 3～12年度までの論文（商業出版物を除く）約 12万点 

 

 

 

 

 

 

 

「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～ 

『君の膵臓をたべたい』 住野よる／著  双葉社 

 

 

 

 題名からはおぞましげな感じを受けますが、何というか、心が洗われ

るような話です。最後はすこし人を選ぶ終わりだと思いますが、素晴ら

しい作品です！おすすめ   （ペンネーム 哲也） 

 

 

禁止事項 
・閲覧用端末にノート PC、USBフラッシュメモリなどの外部記憶装置を接続する

こと。 

・閲覧用端末の画面をカメラなどで撮影すること。 

・画面キャプチャまたは電子ファイルを取得すること。 



 

４ 

―“図書館ボランティア”のページ ― 

 

 

 

 

 

上尾市の図書館にない本や雑誌はＷeb 検索をしても表示されませんね。そんな時はリクエストし

てみましょう。タイトル・著者名などが不明な本もカウンターで調べてくれますよ。リクエストの

流れを追ってみました。 

 

 

                                                

カウンターで受付け 

 

 

資料調査（資料の確定、出版状況 

・所蔵調査） 

 

市内に所蔵あり   市内に所蔵なし   

                            

受付完了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

  

 

 

 

本館職員の選書会議で 

①購入、②他市図書館か

ら借用、③提供不能のい

ずれかが決定される。 

①購入 

 

②他市図書館 

借用依頼 

 

他市と協力しあったりして、できるだけご希望の

本を読んでもらえるようがんばっているんだね。 

リクエスト本のご用意 

※ リクエストをお受けできない資料 

①ＣＤ・ＤＶＤなどの視聴覚資料 

②収集していないコミック 

③ゲーム攻略本 

④受験参考書など 

県内図書館未所蔵本など、リクエストをお

受けしても提供できない場合があります。 

上尾市図書館 

平成 27年度予約・リクエスト状況 

予約・リクエスト点数 214,775点 

 〃 提供点数 214,366点 

 〃 他市図書館借用数 5,247点 

 〃 提供不能数 409点 

 

本を探す・本を調べる。(2016 年 10 月現在) 

・国立国会図書館サーチ（iss.ndl.go.jp/） 

 国会図書館、県立・政令指定都市図書館総合目録 

・埼玉県内公共図書館横断検索（cross.lib.pref.saitama.jp） 

 県内公共図書館等の所蔵資料を一度に検索できる。 

・Webcat Plus Minus(webcatplus.nii.ac.jp/pro/) 

 図書の目次・帯・カバーに書かれた内容を検索できる。 

1986年以降の出版物から 

・絵本ナビ（www.ehonnavi.net/) 

  3 万冊 15 万件の評価・感想あり。 

・版元ドットコム（www.hanmoto.com) 

 メディア数 89 紙・誌の書評検索 2010年 12 月掲載分から 

・新書マップ(shinshomap.info/) 

 あるテーマに最適な入門書・概説書を新書等から紹介 

 
平成 28年 11・12 月 

第 35号 

③提供不能 

リクエストカードが出されたら 



〔　　〕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

考える力がつく本 〔002〕 池上 彰／著 プレジデント社　

　50歳からはじめる人生整理術 〔007〕 柴田 和枝／著 日経PB社　

スマホをやめたら生まれ変わった 〔159 ク〕
クリスティーナ・ク
ルック／著

幻冬舎

絵で見る天使百科 〔191〕
クリスティーン・アス
テル／著

原書房

ファミリア創業者坂野惇子 〔289〕 中野 明／著 中央公論新社

シルクロードに仏跡を訪ねて 〔292〕 本多 隆成／著 吉川弘文館

わたしの台湾・東海岸 〔292〕 一青 妙／著 新潮社

パナマ文書 〔345.1〕
バスティアン・オー
バーマイヤー／著

KADOKAWA

社会学講義 〔361〕 橋爪 大三郎／著 筑摩書房

新・中華街 〔334.5〕 山下 清海／著 講談社

場づくりの教科書 〔361.4〕 長田 英史／著 芸術新聞社

雑談の戦略 〔336.4〕 谷原 誠／著 大和書房

数学的な宇宙 〔443〕
マックス・テグマーク
／著

講談社

　雨の自然誌 〔451〕
シンシア・バーネット
／著

河出書房新社

　呼吸がすべて 〔498.3〕 平賀 恭子／著 オレンジページ

不正の迷宮三菱自動車 〔537〕 日経ビジネス／編 日経BP社

意志を持ちはじめるロボット 〔548〕 中谷 一郎／著 ベストセラーズ

二人のワンダフルニット 〔594.3〕 兵頭 良之子／著 文化学園文化出版局

地豆の料理 〔596.3〕 伊藤 美由紀／著 誠文堂新光社

花と樹木と日本人 〔653〕 有岡 利幸／著 八坂書房

定刻運行を支える技術 〔686〕 梅原 淳／著 秀和システム

ピーターラビットのすべて 〔726〕 辻丸 純一／文･写真 小学館

ビートルズ全曲歌詞集 〔764〕
スティーヴ・ターナー
／著

ヤマハミュージックメディア

寝るまえ５分の外国語　語学書書評集 〔807〕 黒田 龍之助／著 白水社

農ガール、農ライフ〔913.6 カキ〕 垣谷 美雨／著 祥伝社

挑戦者たち 〔913.6 ノリ〕法月 綸太郎／著 新潮社

アリス・ザ・ワンダーキラー 〔913.6 ハヤ〕早坂 吝／著 光文社

猫には推理がよく似合う 〔913.6 ミキ〕深木 章子／著 KADOKAWA

芝浜　落語小説集 〔913.6 ヤマ〕山本 一力／著 小学館

大人に贈る子どもの文学 〔909 イ〕 猪熊 葉子／著 岩波書店

漱石の愛した絵はがき 〔910.26 ナ〕
中島 国彦／編　長島 裕
子／編

岩波書店

※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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クリスマス会 

日時：１２月２２日（木）午後３時～４時 

場所：上尾市図書館 本館１階 児童室 

対象：小学生以下の子ども 

内容：絵本の読み聞かせ ・ クイズ大会 

申込：直接会場までおいでください。  

 

子ども映画会   おやこでえほんサロン 
日 時：１１月１３日（日）        日 時：１１月１８日（金） 

午前１０時３０分～１１時２５分         １２月１６日（金）  

「うさぎとかめ」                  それぞれ午前１０時～１１時 

「いのししうりっ子のぼうけん」       

「かんすけさんとふしぎな自転車」    場 所：東保健センター２階多目的室 

 

日 時：１２月１８日（日）             対 象：１歳～未就学児とその保護者 

   午前１０時３０分～１１時２０分 

「ディズニーアニメ」           参加費：無料 

「しあわせの王子」               ※直接会場までおいでください 

「かさじぞう」           

                       内 容：おはなし会 

場 所：上尾市図書館集会室                 親子で絵本を楽しむ時間 

（本館２階）                絵本についての相談会  

対 象：小学生以下の子どもと保護者      

        （定員６０名）          お問い合わせ: 

参加費：無料                               子どもの読書活動支援センター 

※直接会場までおいでください                 ☎773-3711 

 

 

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 

１１月・１２月の催し物 


