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日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 は休館日です

1 2 3 4 5 1 2   【毎週月曜日、ただし月曜日が祝日に

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 　  あたる場合は開館します】

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 ＊１０月１４日（月・体育の日）、

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23  　１０月２２日（火・国民の祝日）、

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30  　１１月３日（日・文化の日）、

 　１１月４日(月・振替休日)

　 １１月２３日(土・勤労感謝の日)

   １月１３日（月・成人の日）

　　は開館します。

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 ＊１２月２８日（土）～令和２年１月４日

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 　　（土）は年末年始のため休館します。

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 ＊年末年始休館中の図書の返却は、各

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 　 図書館のブックポストにお願いします。

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 　 ただし、上尾駅西口、北上尾駅、上平・

29 30 31 26 27 28 29 30 31 　 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。

令和２年１月

１０月  １１月

１２月

あき号 

No.２２１ 

令和元年 

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  カレンダー 

 毎年恒例の図書館まつりの季節

が今年もいよいよやってきました。 

 今年度のテーマは「一冊の本との

出会いが、豊かな人生への扉を開

く」です。詳しいスケジュールは、

市内図書館・公民館図書室で配布中

のちらしをチェックしてみてくださ

いね！ 

 みなさまのお越しをお待ちしてお

ります。 

（１０・１１・１２月） 

                       令和元年度図書館まつり 

一冊の本との出会いが、 

                             豊かな人生への扉を開く 

（過去の図書館まつりの様子） 

※最新の情報は市内各図書館や 

  図書館のホームページでご確認 

    ください。 
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皆さんが住んでいる上尾市のことを、もっと知りたいと思いませんか。 

図書館では多くの資料を揃えて、皆さんがいらっしゃるのをお待ちしています。 

内  容 タ イ ト ル 

・上尾の歴史について知るには 

・上尾市史 

・史跡ある記 

・上尾百年史 

・市の計画や統計について知るには 

・行財政３か年実施計画 

・上尾市総合計画 

・上尾市勢要覧 

・上尾市地域防災計画 

・上尾の都市計画 

・上尾市個別施設管理基本計画 

・上尾市多文化共生推進計画 

・統計あげお（昭和 52年～） 

・生活に役立つことを知るには 

・あげおくらしのガイド 

・上尾市災害ハザードマップ 

・あげお子育てガイドブック 

・広報あげお（昭和 31年～） 

・財政について知るには 

・上尾市一般会計特別会計企業会計予算書及び予算説明書 

・埼玉県上尾市一般会計歳入歳出決算書 

・主要な施策の成果及び予算執行の実績報告書 

・福祉政策について知るには 

・第 2次上尾市地域福祉計画・第 5次上尾市地域福祉活動計画 

・福祉のあらまし 

・上尾市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

・上尾市人権施策推進指針 

・環境について知るには 

・上尾市環境基本計画 

・あげお環境白書 

・上尾市一般廃棄処理計画 

・産業・交通について知るには 

・上尾市総合公共交通基本計画 

・上尾市産業振興ビジョン 

・ものづくり企業ガイドブック～上尾ＵＰ～ 

・教育について知るには 

・上尾の教育 

・上尾市教育振興基本計画 

・上尾市生涯学習振興基本計画 

・上尾市教育行政重点施策 

・学校要覧（上尾市立小・中学校） 

上尾市のことを調べてみよう 



〔　　〕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

神速Excel 〔007.63〕 中田 元樹/著 ダイヤモンド社

彗星図書館 〔019〕 皆川 博子/著 講談社

西周現代語訳セレクション 〔121〕 西 周/著 慶応義塾大学出版会

阿弥陀・薬師・観音・不動 〔186〕 大法輪閣編集部/編 大法輪閣

教養としてのミイラ図鑑  〔202〕
ミイラ学プロジェクト/編
著

ベストセラーズ　 

まるわかり世界の王室 〔288〕 清水書院編集部/編 清水書院　 

東アルプスの山詳細ルートガイド  〔291.3〕 枻出版社

日常が学びに変わる!経済学の本 〔331〕 崔 真淑/著 翔泳社

それでも、母になる 〔367.3〕 徳 瑠里香/著 ポプラ社

これで安心!働きながら介護する 〔369.2〕 川上 由里子/著 技術評論社

紅茶の帝国 〔383.8〕 マークマン・エリス他/著 研究社

美しい幾何学 〔414〕 谷 克彦/著 技術評論社

世界の美しい蛾 〔496〕 岸田 泰則/編著 グラフィック社

いのちの終いかた 〔498〕 下村 幸子/著 NHK出版

プラスチックの現実と未来へのアイデア 〔519〕 高田 秀重/監修 東京書籍

走れ!ダンボルギーニ!! 〔585〕 今野 英樹/著 方丈社

日々のかっぽう着 〔593.3〕 ブティック社

ようこそ「料理が苦痛」な人の料理教室へ 〔596〕 本多 理恵子/著 KADOKAWA

バターの本 〔648〕
グラフィック社編集部
/編

グラフィック社

入門・現代流通論 〔675〕 野口 智雄/著 日本評論社

もっと知りたい岸田劉生 〔723〕 蔵屋 美香/著 東京美術

WHO I AM 〔780〕 木村 元彦/編著 集英社

英単語の語源図鑑　続 〔834 2〕
清水 健二/著
すずき ひろし/著

かんき出版

明智光秀 〔913.6 ｱｹ〕 菊池 寛/著 作品社

泉鏡花<怪異・幻想>傑作選 〔913.6 ｲｽﾞ〕 泉 鏡花/著 KADOKAWA

楽園の真下 〔913.6 ｵｷﾞ〕 荻原 浩/著 文藝春秋

お会式の夜に 〔913.6 ｸﾛ〕 黒野 伸一/著 廣済堂出版

落日 〔913.6 ﾐﾅ〕 湊 かなえ/著 角川春樹事務所

純粋な幸福 〔911.5 ﾍ〕 辺見 庸/著 毎日新聞出版

育てて、紡ぐ。暮らしの根っこ 〔914.6 ｵ〕 小川 糸/著 扶桑社

※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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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     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10・11・12月の催し物 

＜子どもイベント～秋～ 

楽しいかがく ～宇宙ってすごい～＞ 

日 時：11月 23日（土） 

    午前 10時 00分～正午 

場 所：上尾市図書館集会室（本館２階） 

対 象：市内在住の小学生 

（3年生以下は保護者同伴） 

定 員：20人（先着順） 

講 師：藤高 信男氏、科学読物研究会 

申 込：11月 1日（金）から電話で 

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☎773-3711 

＜子ども映画会＞ 

 

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 

    （定員各 60人）  

入場料：無料 

申 込：当日、直接会場へ 

4 

＜おやこでえほんサロン＞ 

日 時：10月 10日（木） 

11月 14日（木） 

12月 12日（木） 

午前 11時～11時 40分 

会 場：上尾市図書館児童室 おはなしの部屋 

（本館１階） 

対 象：１歳～未就学児とその保護者 

定 員：親子 15組 

申 込：当日、直接会場へ 

子どもの読書活動支援センター☎773-3711 

 
＜クリスマス会＞ 

 

内 容：絵本の読み聞かせ・クイズ大会・ 

    パネルシアター 

日 時：12月 24日（火） 

午後 3時～4時 

場 所：上尾市図書館児童室 おはなしの部屋 

（本館 1階） 

対 象：小学生 

定 員：30人（先着順） 

申 込：当日、直接会場へ 

 

『おしりたんてい』、『はなたれこぞうさま』、 

『ブレーメンの音楽隊』 

日 時：11月 10日（日） 

      午前 10時 30分～11時 30分 

 『大男とクリスマスツリー』、 

『クリスマスのおくりもの』、『アヒルの変身』 

日 時：12月 8日（日） 

      午前 10時 30分～11時 30分 

 

『長ぐつをはいた猫』、『やさしいオオカミ』、 

『おおきなかぶ』 

日 時：10月 13日（日） 

午前 10時 30分～11時 20分 

 

＜講座 絵本の基礎知識＞ 

日 時：10月 15日（火） 

午前 10時 30分～午後０時 30分 

場 所：富士見小学校集会室 

対 象：読み聞かせボランティア 

として活動している方 

定 員：20人（先着順） 

講 師：根岸 貴子氏（子どもの本研究所） 

申 込：10月１日（火）から電話で 

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☎773-3711 



＜表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 10･11･12月第 50号 

上尾市図書館本館２階への階段を上ったすぐ右側に、図書を展示しているやや小型の書架が設置されて

います。並んでいる図書は、本館内で検討して選ばれた一つのテーマに沿って、所蔵されている本が表紙

や表題が一目で分かるように置かれています。 

テーマの選び方やテーマに沿った図書の選び方について、図書館担当者に話を聞きました。 

 

取材を行った 9月現在の展示は、「オーストラリア」

がテーマになっていました。２０２０年東京オリンピ

ックに同国の柔道の選手が来日し埼玉県を拠点にしま

すが、その際のホスト役として県内の市や町がお世話

をすることが決まっています。そのためオーストラリ

アをテーマとして取り上げたとのことです。同国に関

連する歴史・政治・観光などの概説書が展示されてい

ます。 

オーストラリアの展示は、 

10月 6日に開催される「あげ

おワールドフェア」とのコラ

ボ企画でもあるんだって♪ 

展示はおおむね2か月ごとに入れ替えを行っている

そうです。今年の５・6 月の展示は元号が「令和」に

なったことに関連し、その原典となった万葉集に関わ

る多くの著作者執筆による図書が展示されました。 

 

テーマに合わせて、50～100 冊く

らいの本が集められているよ！

借りられて少なくなったら補充

しているんだ。 



＜裏＞                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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。 

前述のように展示図書「オーストラリア」「令和」は時宜に即応したテーマに、「顔」はユニークで興

味関心を引くテーマに類別されているようです。 

いずれのテーマでも、内容はただ単に関連図書を並べるだけではなく、見る人々の心の中に何かを惹

起させることも、この展示の有様ではないかと感じます。この展示企画の表面だけでなく、そこから発

想を広げて考えたり思いを深めたりすることも期待しているのだそうです。 

本館 2階への階段の昇降の際には、ぜひささやかな展示書架の前に足を止めて、じっくり見て欲しい

と思います。 

オーストラリアの前の展示（７～８月）

のテーマは「顔（かお）」でした。 

「顔」という一つのテーマだけでも、

小説、肖像画、医学の本など内容は実に

様々。ユニークで興味をひく図書が数十

冊展示されました。 

 

 

お札のデザイン変更が

発表されたことが「顔」

がテーマになったきっ

かけなんです！ 

上尾市図書館ＯＰＡＣから過去の展示本の一覧を見ることができます。 

メインメニューの資料を探す＞図書館おすすめから探す＞「本館・今月の展示」からご覧ください。 

「朝顔」も「顔」の仲間に入ります。

花弁を顔として見立て世界中で千差万別

の見方がなされているからです。 

テーマ「顔」の展示本の一部を紹介します 

『紙幣肖像の近現代史』植村 峻／著(吉川弘文館) 337.4 

『アンコウの顔はなぜデカい』鈴木 克美／文(山と渓谷社) 487 

『顔をみて病気をチェックする本』猪越 恭也／著(PHP 研究所) 498.3 

『変化朝顔図鑑』仁田坂 英二／著(化学同人) 627 

『肖像画の不思議 麗子と麗子像』岸田 夏子／編・著(求龍堂) 723 

『神楽面の彫り方』中村 延寿／著(日貿出版社) 768 

『顔』南 伸坊／著(筑摩書房) 914.6 

本館の展示以外にも各分館でも、また１階児童室の展示もそれぞれ工夫

やアイデアをこらして展示されています。 

いずれも書架はささやかかもしれませんが、内容は極めて濃く各図書館

のアイデンティティの表れであると思います。 
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