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31 　　　

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６日）は開館します。

   海の日（７月20日）も開館します。
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5･6月号 
No.１９７ 

隔月発行 

  ２０１５(平成２７)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・・・「パートナー ～あなたと一緒に～」 

               
 
 

図書館カレンダー 

特       集   「旅の本あれこれ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

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

ボランティアのページ   「指で読む＝ テンジ で読書 

                                       社会福祉法人日本点字図書館を見学しました」・・・４ 

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

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

 日常生活の中で、私たちが生きていくうえで、人とのつながりは大切なものです。 

 夫婦や友人、恋人、ペット、ビジネスパートナーなどなど・・・ 

 日ごろ傍にいて、当り前の存在だと思いがちだからこそ 

 さまざまなシーンでの「パートナー」について、改めて考えてみませんか？ 

 
 
 



旅の本あれこれ 

 

  日本鉄道大宮をはなれてすすむ上尾駅 

            桶川・鴻ノ巣打ちすぎて行けば吹上鮎どころ 

                       （鉄道唱歌 信州編） 

『鉄道唱歌』は、『故郷の空』の大和田建樹が作詞しました。この唱歌集は明治期最大のミリオン・セラ

ーズになり、全 5 集で２千万部を売り上げました。発行先の三木楽器店は楽団と歌手を客車に乗せて、

停車駅ごとに演奏し西下させて話題になりました。 

南風が吹き、旅情誘われるこの季節、旅をテーマに本をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

 山手線 29駅ぶらり路地裏散歩  

新宿にあった天然温泉。五反田に残る江戸時代から

の寺町。池袋近くにあった乳牛牧場の名残など、「街

の歴史」の跡や名残を訪ね歩くガイドです。古地図で

現在の姿と照らし合わせたり、文学のゆかりの地や作

品の舞台になった土地を訪ねたり、グルメを楽しんだ

り…「旅行に行きたいけど、時間もお金も抑えたい」

というあなた！山手線の旅はいかがでしょうか？ 

 

学研パブリッシング 

舘野允彦 

分類[219.3] 

 

  

 

 

「もっと遠く」、「オーパ」へと続く開高釣り紀行文学

の巻頭を飾る一冊。アラスカでのキング・サーモン釣

り、西ドイツでのマス釣り、銀山湖でのイワナ釣り等、

1969 年に行われた写真家との釣行が、余分をそぎ落

とした文体でつづられています。釣り竿にかかったサ

ーモンに苦戦する息子、父親は叱咤激励するけれど決

して手を貸そうとはしない。心に残るエピソードと添

えられた写真の美しさ。文豪と職人の技が冴えます。 

新潮社 

開高健著 秋元啓一写真 

分類[787] 

 

第一阿房列車 

 「なんにも用事がないけれど、汽車に乗って大阪へ

行ってこようと思う。」有名な一文で話しが始まりま

す。汽車は一等しか乗らない。金が無いなら三等がい

い。先生は偏屈でうるさいけれど、頑固に可愛いさが

同居しています。お供をするヒマラヤ山系とのやり取

りも愉快。芸術院会員の推薦を「イヤダカライヤダ」

と断ったという逸話は史実と少し異なるようですが、

駅員に扮したカバー写真…いかにも言いそうです。 

 

新潮社 

内田百閒著 

分類［915.6 ウ] 

 

フィッシュ・オン 

向島百花園の朝顔、六義園のつつじ、小石川後楽園

の睡蓮…花園はむろん駅からの商店街なども味わい

深く描かれた清涼感あるプチ旅行記です。薬草として

栽培された菊や朝顔が江戸の園芸ブームにつながっ

たことなど史談・逸話も興趣深く楽しめます。時折、

挿入される『江戸名所花暦』（1827年）…たとえば亀

戸天神の藤の項は「真盛りの頃は池に移りて紫の水を

流せるかことし」うーん 行きたくなりますね。 

東京花散歩 

亜紀書房  

岸本葉子 

分類[915.6 キ] 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

“おすすめ！私の一冊” 

 
 

  

上野の博物館で台湾の故宮博物館の名宝展を見た。書も何点かあったが、読んでも分からないの

で通り一遍でさっと見た。ところで私の友人に中国貿易に携わっている方があり、度々台湾にも行

く。同館には十回以上行ったとのこと。彼が過日同館で書のガイドブックである、この本を土産に

買ってきてくれた。院長の推薦文には「歴代皇室の貴重な収蔵を鑑賞することで世界最高峰の美や

風格にふれることができ、文物を鑑賞することで感銘を受けた美しい視覚経験や喜びから、知らず

知らずのうちに個人の鑑賞眼や文化を味わう力を育むことができる。」とあった。そして三十四人、

三十五点の書を一点毎に分かり易く解説している。私は毎朝二点ずつ読んでいるが、難解と思って

いた書が少しずつ楽しく読めるようになった。そして書は絵画と一脈通ずるものがあるように思っ

た。 

“名筆はじっくり見ると書画一如”筆字の美しさを見直すのに正に最適だ。 

（ペンネーム Ｍ・Ｍ） 

“おすすめ！私の一冊” 大募集！          

 

 

 

  

  
 

 

 

一生に一度だけの旅  

心に響く 世界ＢＥＳＴ５００ 

日経ナショナルジオグラフィック社 

ジル・アンダーソンほか著 

分類[290] 

 

乙女の山登り 春夏秋冬 
季節ごとに楽しむ山案内 

「山の季節は潔いもの、その移ろいに合わせて、登る

山を変え季節とともに山を歩き、心づもりも変えなけ

ればならない。」タイトルとは異なり、意外に硬派な

山ガイドです。春の湘南・大楠山に始まり、奥高尾か

ら夏の槍ヶ岳、白馬岳から秋の燧ヶ岳へ もっとも美

しい季節に添って山々を登ります。秘湯紹介や山小屋

あれこれ麓の町巡りなど周辺情報も豊かです。金峰山

山小屋の朝ごはん、雲取山名物かまどごはん、那須岳

のきのこ汁 うまいだろうなあ… 

 

山と渓谷社 

分類［291.0］ 

 

毎日忙しく、やらなければならないことが多い日

常・・・「ああ、どこか行きたい！」心の底から思った

ことは誰にでもあるはずです。急ぎ焦る私たちを立ち

止まらせ、身体と心を甦らせてくれる旅・・・誰もが

知っている世界的な名所からひっそりとした辺境の聖

地までパワフルで心揺さぶられる神秘的な５００名所

が載っています。 実際には行けなくても本を開けば

その場所に行った気持ちになれます。でも、やっぱり

一生に一度は行ってみたい！！ 

 

『品味故宮・書法の美』 

編者 林 正儀 

出版社 香港商雅凱電脳語音有限公司台湾支社 

 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。                

                                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 27号 

指で読む＝    で読書 

社会福祉法人 を見学しました 

―“図書館ボランティア”のページ― 

日本点字図書館（新宿区）は 1940 年の創立以来 

「視覚障害者が自由に読書できる」を目指して今日 

まで努力を重ねて活動を続けている民間の団体です。 

 

 

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 

 

テ ン ジ 

 
▲日本点字図書館は高田馬場駅（戸山口） 

から徒歩５分くらいのところにあります 

 
▲点字図書保管庫では約２万１千 

タイトルが所蔵されているそうです 

 

 
▲館内には図書以外の点字で作られた 

ものが飾られていました 

視覚障害者のため

の点字図書や録音

図書がいっぱいつ

まっている宝庫♪ 

 

 

 

指先の感触でかすかな

凹凸をほどこした、図柄

や地図を読み取ります

ビックリ！ 

 

図書館では録音図書が約１万１千

点も所蔵されていて、リクエスト

がとても多いんですって 

 

 

一冊でも多くの点字図書や録音図書を作って役に立ち

たいという図書館の熱い思いに触れ、心に響いた見学

会でした 

 

点字図書は普通図書の４～５倍の 

ボリューム、出し入れが大変！！ 

 

社会福祉法人日本点字図書館 

東京都新宿区高田馬場 1‐23‐4 

TEL 03‐3209‐0241（代表） 

 

※見学をご希望のかたは事前にご予約が必要で

す。詳細は総務部総務課へ 

 

見学実施曜日 開館日の水曜日・金曜日 

見学開始時間 午前 10：00～  午後 1：30～ 

 



〔　　〕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

すぐに役立つ図解とQ&Aでわかる最新ネットトラブルの
法律知識とプロバイダへの削除依頼・開示請求の仕方

〔007.3〕 服部　真和／監修 三修社

ジャーナリズムは甦るか 〔070〕

池上　彰／著，大石
裕／著，片山　杜秀／
著，駒村　圭吾／著，
山腰　修三／著

慶應義塾大学出版会

女子の人間関係 〔143〕 水島　広子／著 サンクチュアリ出版　

止まった時計 〔169〕 松本 麗華／著 講談社　

スペイン無敵艦隊の悲劇 〔236〕 岩根　圀和／著 彩流社

朝鮮王公族 〔288〕 新城　道彦／著 中央公論新社

医師と行く諦めていた夢が叶う旅 〔290〕 坂本　泰樹／著 幻冬舎メディアコンサルティング

今までで一番やさしい経済の教科書 〔330〕 木暮　太一／著 ダイヤモンド社

一流の人はなぜ、A3ノートを使うのか？ 〔336.2〕 横田　伊佐男／著 学研パブリッシング

ナナメ読み日本文化論 〔361.5〕 中野　明／著 朝日新聞出版

60＋PLUS「老い」の技法 〔369.2〕 浜田　きよ子／著 時事通信出版局

9歳までの男の子の育て方 〔379.9〕 飯田　道郎／著 世界文化社

進化の謎を数学で解く 〔467〕 アンドレアス・ワグナー／著 文藝春秋　

スキマの植物の世界 〔470〕 塚谷 裕一／著 中央公論新社

人類五〇万年の闘い 〔４93.8〕 ソニア・シャー／著 太田出版

絵で見てわかるIoT／センサの仕組みと活用 〔501〕 NTTデータ／著 翔泳社

変革のアイスクリーム 〔588〕 新井　範子／著
ダイヤモンド・フリードマン
社

お金はあの世へ持っていけない 〔591〕 森川　優／著 自由国民社

だれにも聞けない料理のギモン解決します！ 〔596〕 主婦の友社／編 主婦の友社

知られざる鉄道遺産首都圏 〔686〕 池口　英司／著 交通新聞社

苔三昧 〔629〕 大石　善隆／著 岩波書店

江戸かわいい動物　たのしい日本美術 〔721〕 金子　信久／著 講談社

銀の森へ 〔778サ〕 沢木　耕太郎／著 朝日新聞出版

食いしん坊Kａｙｏのおいしい英語 〔837〕 重盛　佳世／著 マガジンハウス

the SIX 〔913.6イノ〕 井上　夢人／著 集英社

ただいまラボ 〔913.6カタ〕 片川　優子／著 講談社

となりの革命農家 〔913.6クロ〕 黒野　伸一／著 廣済堂出版

ゼロデイ　警視庁公安第五課 〔913.6フク〕 福田　和代／著 幻冬舎

決戦!熊本城　肥後加藤家改易始末 〔913.6マツ〕 松永　弘高／著 朝日新聞出版

貧乏の神様 〔914.6 ユ〕 柳　美里／著 双葉社

サリンジャーと過ごした日々 〔930 ラ〕 ジョアンナ・ラコフ／著 柏書房

※ここでご紹介している本は一部です

新着図書案内



 
 
 
 
 
 

 ５月・６月の催し物  
                                                   
       
 
土曜映画会   

    ～山下 清物語～ 『裸の大将放浪記』 

日    時） ５月９日(土) １回目午前１０時～１２時  ２回目午後１時３０分～３時３０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）    
定    員） 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♥ 
◆５月１０日(日)  午前１０時３０分～１１時３０分 
『ウッドペッカ－』１４分   
『ゆきちゃんのこんにちは』 １９分 

    『妖精の条件』 ２５分  
  

◆６月１４日（日） 午前１０時３０分～１１時３０分 

『フィガロとクレオ』 １８分  

『日本の昔ばなし』 １６分  

『カラスの赤帽子』 ２５分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

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      

 

 

 

瓦葺分館・原市公民館図書室で 

おはなし会をするボランティアを養成します！              
①第１回  ６月１７日（水）講義「子どもがおはなしを聞く意義、ストーリーテリング」 

②第２回  ７月１５日（水）実技「絵本の読み聞かせ」 

③第３回  ９月１６日（水）実技「ストーリーテリング」 

④第４回 １０月２１日（水）おはなしを聞こう「大人のためのおはなし会」 

⑤第５回 １１月１８日（水）実技「ストーリーテリング」 

※時間は①②③⑤10：00～12：00、④10：30～11：30            

≪場 所≫ ①②③⑤瓦葺分館集会室、④本館 2 階集会室 

≪参加費≫ 無料 

≪講  師≫  朝比奈 公子 氏(埼玉県図書館ボランティア おはなしボランティア指導者) 

≪対  象≫ 瓦葺分館・原市公民館図書室で土・日曜日などにおはなし会をするボランティアとして活動

する意思のある人 

≪定 員≫ 20 人 (先着順) 

≪申し込み≫ 子どもの読書活動支援センター（773-3711）へお問い合わせください（平日のみ受付）。 

                  

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♪ 

              


