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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】
＊５月３日（木・憲法記念日)、５月４日(金・みどりの日)、５月５日(土 ・こどもの日)

　 ７月１６日（月・海の日）も開館します。

７月

５･６月号
No.２１５

隔月発行

２０１８(平成３０)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

図書館カレンダー

４月１日付で図書館長となりました関孝夫です。市民のみなさんに、図書資料の提供などの

サービスを通じて、教育・文化の発展に寄与したいと考えております。ぜひ、上尾市図書館の

御利用をくださいますよう、よろしくお願いいたします。

新図書館長あいさつ

＆オススメの１冊！

さて、今回紹介させていただく本は、島田裕巳著『この寺社を見ずに死ねるか』

（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）です。本書は、「宗教学者だから書けた秘匿の寺社３９」とある

ように、一生に一度は行きたい寺社を、すべて訪ね歩いて選りすぐり、オススメ度

を星３つ、星２つ、星１つと、星の数でランキングをしています。

もっともオススメ度の高い星３つは１１寺社。さすがに近畿地方の寺社は強く、

奈良県内が法隆寺をはじめ５寺社、京都府内が三十三間堂をはじめ５寺社。これ

に岩手県一関市の中尊寺を合わせて１１寺社という陣容です。また、星のついて

いる３９寺社のほか、「行ったことがあっても意外と知らない見どころ満載の寺社」

が１８寺社。そのほか国内４つの宗教施設を含め６１寺社・施設が紹介されてい

ます。

森見登美彦氏は、「寝る前に読むべき本」として、エッセイ集『太陽と乙女』（新潮社）を出版しました。確か

に面白い小説などは読むのがやめられず、「ムツカシイ哲学書」は読めば眠くなってしまいます。

本書は、それぞれの寺社を４ページで端的に表現しています。こういう意味では、「寝る前」という訳ではあり

ませんが、ちょっとした時間で読み進められる本、まとまった時間の持てない人には、大変ありがたい体裁と

なっています。

また、この本のそれぞれの寺社のページには、写真が全く掲載されていません。かつて訪れたことのある

人は思い出しながら、未だ訪れていない人は想像をしながら読んでいただければと思っています。

＊

『この寺社を見ずに死ねるか』

島田裕巳著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

〔１８５〕
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 話題沸騰！ 文学賞    

４月１０日、今年の本屋大賞が発表され話題になりましたね。 

ふだんあまり本を読まなくても、ニュースになると「読んでみようかな」という気持ち

になるものです。今回は、どんな文学賞がいつ頃発表されるのか、取り上げます！ 

次の芥川賞・直木賞の発表は 

７月１８日（水）！ 

チェックしてみてはいかがでしょうか。 

（参考）『小説の賞事典』 

日外アソシエーツ株式会社／編集 

日外アソシエーツ〔910.26 ｼ〕 

本屋大賞 

出版業界を現場から盛り上げてい

けないかという発案のもと、「売り場

からベストセラーをつくる！」を趣旨

とし、全国書店員が選んだ「いちば

ん！売りたい本」として、平成１６年

創設。 

発表時期：４月上旬 

第１回大賞（平成１６年）： 

 小川洋子『博士の愛した数式』 

第１５回大賞（平成３０年）： 

辻村深月『かがみの孤城』 

芥川龍之介賞 

芥川龍之介の業績を記念し、文藝春

秋社が「文藝春秋」昭和１０年１月号

に「芥川・直木賞宣言」を発表して、

直木賞と同時に創設。純文学作品を対

象とし、無名あるいは新進作家の登竜

門として最も権威ある賞とされてい

ます。 

発表時期：年２回（１月・７月） 

第１回（昭和１０年８月）： 

 石川達三『蒼氓（そうぼう）』 

第１５８回（平成３０年１月）： 

 石井遊佳『百年泥』 

 若竹千佐子『おらおらでひとりいぐも』 

       

直木三十五賞 

直木三十五の業績を記念し、芥川賞と同時に昭和

１０年に制定した賞。当初は無名あるいは新進作家

の大衆文芸作品を対象としていましたが、現在は中

堅作家の受賞が増えてきています。すでに単行本と

して刊行している例も多く、一流作家への登竜門と

して最も権威のある賞とされます。 

発表時期：年２回（１月・７月） 

第１回（昭和１０年８月）： 

 川口松太郎『鶴八鶴次郎・風流深川唄・

明治一代女』 

第１５８回（平成３０年１月）： 

 門井慶喜『銀河鉄道の父』 
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　〔　　〕内は請求記号⇒本の背ラベルの表示と同じです　
書　　　　　名 請求番号 著者名等 出版社

ＪＡＳＲＡＣと著作権、これでいいのか 〔021〕 城所 岩生/著 ポエムピース

東京マニアック博物館 〔069〕 町田 忍/監修 メイツ出版

老いる勇気 〔159 キ〕 岸見 一郎/著 PHP研究所

マーティン・ルーサー・キング 〔198〕 黒崎 真/著 岩波書店

墓石が語る江戸時代 〔210.5〕 関根 達人/著 吉川弘文館

ウィンストン・チャーチル　（文庫） 〔233〕
アンソニー・マクカー
テン/著

KADOKAWA

勝海舟歴史を動かす交渉力 〔289 カ〕 山岡 淳一郎/著 草思社

消えた21億円を追え 〔312.1〕
NHK「未解決事件」
取材班/著

朝日新聞出版

お金で損しないシンプルな真実 〔338.1〕 山崎 元/著 朝日新聞出版

埼玉県立浦和高校 〔376.4〕 佐藤 優/著 講談社

Shoes 〔383.2〕
ジョン・ピーコック/
著

マール社

ターゲテッド・キリング 〔392.5〕 杉本 宏/著 現代書館

ゲノム編集からはじまる新世界 〔467〕 小林 雅一/著 朝日新聞出版

「在宅ホスピス」という仕組み 〔490〕 山崎 章郎/著 新潮社

日本の食材図鑑 〔498.5〕 レジア/編 新星出版社

行ってみたい世界の灯台 〔557〕 自由国民社

やさしい手ぬい 〔594〕 高橋 恵美子/著 KADOKAWA

ウマし 〔596.0〕 伊藤 比呂美/著 中央公論新社

大根の底ぢから! 〔596.0〕 林 望/著 フィルムアート社

しかけに感動する「京都名庭園」 〔629〕 烏賀陽 百合/著 誠文堂新光社

猫の世界史 〔645〕
キャサリン・M.ロ
ジャーズ/著

エクスナレッジ

イラストマニュアル・はじめてのツリークライミング 〔786〕
ジョン･ギャスライト/
著

秀和システム

素子の碁 〔795〕 新井 素子/著 中央公論新社

「日本語らしさ」の文法 〔815〕 近藤 安月子/著 研究社

アンダーカバー 〔913.6 アソ〕麻生 幾/著 幻冬舎

復活の日 〔913.6 コマ〕小松 左京/著 早川書房

青空と逃げる 〔913.6 ツジ〕辻村 深月/著 中央公論新社

悪徳の輪舞曲(ロンド) 〔913.6 ナカ〕中山 七里/著 講談社

凶犬の眼 〔913.6 ユズ〕柚月 裕子/著 KADOKAWA

須賀敦子の本棚 〔910.26 ス〕 河出書房新社

手作り弁当は、ママから発達障害の娘へのラブレター 〔916 サ〕 桜井 奈々/著 宝島社

※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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５・６月の催し物 

＜土曜映画会＞ 

『お茶漬けの味』（１９５２年公開） 

＜倦怠期を迎えた夫婦を中心に、彼らを取り巻く

人々の人間模様を描いた作品。＞ 

監 督：小津安二郎 

出 演：佐分利信、木暮実千代、鶴田浩二 

日 時：５月１２日（土） 

    第１回午前１０時～１１時５５分 

    第２回午後１時３０分～３時２５分 

場 所：上尾市図書館集会室（本館２階） 

対 象：どなたでも（定員・各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＞ 

 

『ねこねこ日本史』 

『ミミちゃんのてとてとて』 

『七羽のカラス』 

 

日 時：６月１０日（日） 

    午前１０時３０分～１１時２０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。 

５・６月の 

本館展示 

『 ヘルシーライフのために♪ 』 

   春は寒暖差が大きく、体調管理が難しいですよね。 

そろそろ新生活の疲れも出てくる頃です。 

 美味しい料理、きれいな景色、素敵な映画や音楽、気軽にできる運動等… 

心と体の健康に役立つ本を集めてみました。 

しばし癒しのひとと時をお過ごしください。 
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絵本を囲んで、親子で楽

しい時間をすごしてくださ

い。子どもたちも、親同士

も、絵本を読んで自由にお

しゃべりしましょう。毎回

おはなし会があります。 

「えほんのきろく」にスタ

ンプを押します。 

 

 

 

日 時：５月１８日（金）、６月１５日（金） 

会 場：図書館本館児童室 おはなしのへや（本館１階） 

対 象：１歳～未就学児とその保護者 

定 員：親子１５組 

（参加者が多い場合、入場をお断りする事があります。） 

参加費：無料 

（申込は必要ありませんので、直接会場にお越しください。） 

 

 

おやこでえほんサロン 



＜表＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

瓦葺分館は上尾市南東、半島のように突き出た地

域に尾山台出張所と併設して建っています。この地

域の近くにはＪＲ宇都宮線とニューシャトルが通っ

ています。 

道路を挟んで向かい側には、約１７２０世帯の人

が居住している尾山台団地がある他、周辺には尾山

台幼稚園・尾山台小学校・瓦葺小学校・原市南小学

校があります。また隣接する、さいたま市、蓮田市、

伊奈町から来てくれる利用者もいて、瓦葺分館は市

内の分館施設の中でも３番目の貸出数を誇る、とて

もユニークな図書館となっています。 

 

 

館内に入ると、中央通路が突き当りまでまっす

ぐ伸びているのが目に飛び込み、見通しの良い空

間である事が伺えます。そして、所々にある窓ガ

ラスから差し込む光により、閲覧に十分な明るさ

を確保できるような工夫がされています。書架の

図書も整理区分が明確で、選びやすく部屋の明る

さと相まって、より広く感じられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

平成 30年 5･6月第 44号 

瓦葺分館を 

見学してきました！ 
瓦葺分館のキャラクター「かわらちゃん」です。

虹色のボディが特徴的で、好きな食べ物がグミキャン

ディという、未だ謎につつまれている不思議な子です。 

 

 

明るい感じの分館だね。 
本の並びはどうなっている

んだろう？ 
左手側が一般書、右手側には 
児童書が並んでいるね。手前には

新しい本のコーナーがあるよ。 



＜裏＞                         

次からは、瓦葺分館の特

色について説明するよ。 

  

 

 

 

 

 

 

①瓦葺分館には隣接して集会室があり、毎週土曜日に４歳以上の児童

を対象とした「おはなし会」を行う際に開放されています。夏休み期

間中は閲覧・勉強スペースとして提供され、よく満室になるとの事で

した。 

 

②特に興味を引いたのは、館内では日刊の新聞紙を３紙置いてあり、

新聞の折込みチラシ広告が、分けて置いてある事です。こうした所

から、予想以上に新聞・チラシを利用している方が多いのだと感じ

られました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カウンターの方にお話を伺っている間にも、 

貸出・返却を希望する利用者が絶えることがありませんでした。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

今回の見学で、瓦葺分館は上尾市東側の文化創出の拠点であり、地域に根ざして寄り添う事を 

モットーにした分館だという事がわかりました。 

 
 

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。 
 

チラシを保管してるなんて

珍しいね。 

昨日の分と今日の分のチラシを分けて

別々の入れ物に入れているんだね。勝手

に持って行っちゃダメみたい。 

すごいでしょ。瓦葺分館には、

２万７千冊もの本があって、

年間９万回以上の貸出がある

んだよ。 
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