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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】

4月 5月３月

3･4月号 
No.２０２ 

隔月発行 

  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.city-ageo.lib.nexs-service.jp/WebOpac/spopac/index.do 

３月からの本館展示テーマは・・・「春を呼ぶ鳥たち」 

               
 
 

図書館カレンダー 

    図書館ホームページが変わります ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

         分館に新しい新聞が増えました・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

    ボランティアのページ   「東京都北区立中央図書館を 

                   職員・ボランティアが見学しました」・・・・４ 

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

    ３月・４月の催し物  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

  春の鳶(とび）大きな鰻(うなぎ)咥(くわ)へ飛ぶ    東出(ひがしで)ひろ 
 『桜狩(さくらがり)』（平十六）所収 

 

   作者は伊勢の人、海辺でこのような光景に出会ったのだろうか。上昇気流に乗って 

舞い上がる鳶 一羽。生と死の苛烈な対比。見上げれば淡い水色の空が広がる。 

   春は鳥たちにとって繁殖と子育ての季節。鳥に関する本を展示しています。 
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３月１日から図書館のホームページが使いやすくなりました！ 

初めての人が知りたいことや、普段よく使うメニューを大きくわかりやすく配置しました。 

 

 子どもが読みやすい 

「こどものページ」が 

できました 

新たに図書館地図を 

掲載しました 

市内の図書館の場所や 

開館時間は、地図右上の 

「各館一覧」から 

 見られます 

休 館 日 は い つ か

な？ 

カレンダーボタン

がわかりやすくな

りました 

知りたい情報のボ

タンを追加 

大きな表示で探し

やすい 

本の検索、貸出・

予約状況の確認

はこちらから 
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上尾市図書館で所蔵している新聞をご紹介します。 

館名 新聞名 保存期間 

本館 

朝日新聞（朝・夕刊） 

１年 

毎日新聞（朝・夕刊） 

読売新聞（朝・夕刊） 

日本経済新聞（朝・夕刊） 

産経新聞 

埼玉新聞 

東京新聞（朝・夕刊） 

ＴＨＥ ＪＡＰＡＮ ＴＩＭＥＳ 

日刊スポーツ 

朝日小学生新聞 

上尾駅前分館 

朝日新聞（朝刊） ※ 

３か月 

読売新聞（朝刊） ※ 

日本経済新聞（朝刊） 

大石分館 

朝日新聞（朝刊） 

読売新聞（朝刊） ※ 

埼玉新聞 ※ 

瓦葺分館 

読売新聞（朝刊） 

日本経済新聞（朝刊） ※ 

埼玉新聞 ※ 

※印の新聞が新しく増えた新聞です。 

 

   新聞は貴重な資料です。切り取ったり破いたりせず 

  みなさんが気持ちよく見られるようにマナーを 

  守ってご利用ください。 
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第 32号 

 

平成２７年度上尾市図書館研修として東京都北区立中央図書

館を職員・ボランティア１６人が見学しました 

―“図書館ボランティア”のページ― 

 

 

 

職員の方によるオリエンテーションと丁寧な案内での２時間の

有益な見学でした。 

新しい図書館の在り方を身を以って体験・勉強をしてきました。 

そして赤レンガ図書館を見返りながら、驚きと憧憬と羨望を背負

っての帰り道でした。 

旧陸軍の兵器廠（赤レンガ造り）の一部を残し、平成２０年６月に開館。 

 玄関脇のレンガ造りの建物が私達を迎えてくれています。 

。 

 

ドナルド・キーンコレクションを備えた部屋 

同氏の著作書籍・寄贈図書が整理されています。 

入館した瞬間、開放感と明るさと快適性を強く感じました。 

 

 

だから通称「赤レンガ図書館」 

と言うんだね 

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 

もっと沢山ありますが、スペースの不足で

羅列のみですみません 

 

来たら帰りたくない！ 

明日も又来たい図書館だね！ 

 

  

現在４０万冊の在庫、将来は５０万冊を予定。区民に愛され利用され、活動の場としてのコンセプトに

沿ったあらゆる点に新しい閲覧の便宜が計られています。 

【例】赤ちゃん授乳室、研究個室、北区の部屋（北区のことが分かる）、自動貸し出しと返却機、 

   車いすへの配慮、屋上緑化と太陽光発電、館内レストラン、蔵書ＩＣチップ、ドナルド・キーン

コレクション・・・etc 

 

ドナルド・キーンさんは北区の名誉区民ですね 

 



　〔　　〕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

大人のためのメディア論講義 〔007.3〕 石田　英敬／著 筑摩書房

古書泥棒という職業の男たち 〔022〕
トラヴィス・マクデー
ド／著

原書房

あなたを変える魔女の生き方 〔147〕 西村 　佑子／著 キノブックス

　トリガー 〔159 ゴ〕
マーシャル・ゴールド
スミス／著

日本経済新聞出版社

代表的アメリカ人 〔285〕
ウィリアム・カーロ
ス・ウィリアムズ／著

みすず書房

誰もがその先を聞きたくなる地理の話大全 〔290〕 おもしろ地理学会／編 青春出版社

土地の精霊 〔290〕 四方田　犬彦／著 筑摩書房

独裁者の子どもたち 〔313.8〕
ジャン＝クリストフ・
ブリザールほか／著

原書房

海の上の世界地図 〔319.1〕 和田　博文／著 岩波書店

これなら読める！決算書 〔336.8〕 吉田　延史／著 すばる舎リンケージ

遺品整理士が教える「遺す技術」 〔365〕 木村　榮治／著 メイツ出版

47都道府県・和菓子／郷土菓子百科 〔383.8〕 亀井　千歩子／著 丸善出版

　背信 〔464〕 林原 　靖／著 ワック

なぜ老いるのか、なぜ死ぬのか、進化論でわかる 〔491〕
ジョナサン・シルバー
タウン／著

インターシフト

発達障害の改善と予防 〔493.9〕 澤口　俊之／著 小学館　

　原子力と人間の歴史 〔539〕
ヨアヒム・ラートカウ
／著

築地書館

インターネットと人権侵害 〔547〕 佐藤　佳弘／著 武蔵野大学出版会

ほったらかしオーブンレシピ 〔596〕 新田　亜素美／著 大和書房

はじめての妊娠＆出産 〔598〕 竹内　正人／監修 大泉書店

野菜品種はこうして選ぼう 〔626〕 鈴木　光一／著 創森社

さよなら急行列車 〔686〕 寺本　光照／著 JTBパブリッシング

陶芸窯焚きマスターブック 〔751〕 岩本　篤ほか／著 誠文堂新光社

呼出秀男の相撲ばなし 〔788.1〕 山木　秀男／著 現代書館

イギリス英語は落とし穴だらけ 〔830〕
スティーブ･モリヤマ
／著

研究社

白バイガール〔913.6 サト〕 佐藤　青南／著 実業之日本社

わたしの宝石 〔913.6シュ〕 朱川　湊人／著 文藝春秋

ムーンナイト・ダイバー 〔913.6テン〕 天童　荒太／著 文藝春秋

どうぶつたちの贈り物 〔913.6ドウ〕 小川　洋子／著 PHP研究所

戦旗 〔913.6マツ〕 松永　弘高／著 朝日新聞出版

自分のままで暮らす 〔914.6 ﾖ〕 吉沢　久子／著 あさ出版

熱く冷たいアリバイ 〔933 ｸｲ〕 エラリー・クイーン／著 原書房

※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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♬３月・４月のお知らせ♪ 

☆映画会☆ 

       会場：上尾市図書館 ２階集会室  申し込み：当日直接会場へ♫ 

春休み子ども映画会 

      ３月２７日(日)  午前１０時３０分～１２時  

          『おまえ  うまそうだな』 

           （小学生以下の子どもと保護者）６０人 先着順 
  

子ども映画会 ～春～     

     ４月１７日(日) 午前１０時３０分～１１時３０分  

    『フィリックス』『バラの花とジョー』『りゅうの目のなみだ』  

           （小学生以下の子どもと保護者）６０人 先着順 
   

大人のためのおはなし会          

  ３月９日（水）午前１０時３０分～１１時３０分    

         『絵姿女房』 『ありこのおつかい』 ほか 

         (お子様連れはご遠慮ください) ６０人 先着順 

 

子ども読書イベント ～春～ 

    ３月２０日（日） 午前１１時～１２時 

      音楽で読もう！楽しいえほん  

『おんちのイゴール』（市内在住の４歳以上・保護者同伴可）２０人先着順 

申し込み・問い合わせ⇒上尾市図書館（本館） 

            ☎  ０４８－７７３－８５２１   

ﾌｧｸｽ ０４８－７７６－７３３０ 

受付は１０時１０

分からです！ 

見にきてね！！ 


