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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】

＊１月９日（月）成人の日、２月１１日（土）建国記念の日、３月２０日（月）春分の日も開館します。

＊２月２０日（月）～２７日（月）は蔵書点検のため休館します。

２月１月

1･2月号 
No.２０７ 

隔月発行 

  ２０１７(平成２９)年 

図 書 館 だ よ り 

なつかしの濁世の雨や涅槃像 ―なつかしの じょくせのあめや ねはんぞう―    

                      阿波野青畝（あわのせいほ）『万両』（昭六）所収              

               
 
 

図書館カレンダー 

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 

 特集「 新図書館複合施設 みんなの（？）を解消 」・・・・・・・・・・・・・・２ 

        「 魅力ある図書館を目指して！ 」 

    「 図書館見学 小学生の図書館探検 」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 ボランティアのページ   「 ２０１６ 図書館まつりレポート 」・・・・・・・４・５・６ 

 新着図書案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

  １月・２月の催し物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･・・・・・８ 

 新春のお慶びを申し上げます 

   

  涅槃像に見入っていると、外は雨に変わっている。濁世も濁世ゆえに美しく、また懐かしい。 

 懐かしい人や物にふれて、在りし日に思いをはせることは、心身のリフレッシュにつながるとか。 

     1・2月の本館展示は、『懐かしの…』です。 

 

                         

               
 

１月からの本館展示テーマ 

          『 懐かしの… 』 
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新図書館複合施設 みんなの「？」を解消 

 

 新図書館複合施設は、図書館だけでなく青少年センターや郷土資料コーナーの機能を有

する市民の新たな拠点です。喫茶コーナーやギャラリーなどもあり、気軽に立ち寄りたく

なる施設を目指しています。 

今までの図書館と大きく異なることからイメージが持てない方もいらっしゃるかもしれ

ません。そこで今回は、これまで頂いたみなさんの疑問のうち、いくつかをお答えします。 

 

Ｑ．１階にできる喫茶コーナーでは、本を読みながら飲食ができますか？ 

Ａ．市民ホール内にできる喫茶コーナーでは、コーヒーなどの飲み物と外部で製作された

パンやクッキーを販売し、ホールのテーブル席を利用して、コーヒーなどを飲みながら図

書館で借りた本を読めるよう検討しています。 

 

Ｑ．郷土資料コーナーってどんなもの？ 

Ａ．郷土資料は、その地域でしか集めることができず、地域の歴史を証明するものであり、

収集・保存・整理し、未来に継承していくことが必要です。 

 そこで新図書館複合施設の 2 階には「ここに来れば上尾を知ることができる」をコンセ

プトとした郷土資料コーナーを設置し、展示や映像で情報を発信していきたいと考えてい

ます。 

 

Ｑ．新図書館に導入される自動化書庫ってどんなもの？ 

Ａ．現在は開架スペースに置くことのできない本は閉架書庫に所蔵し、直接スタッフの手

で出し入れをしています。自動化書庫では書庫の本をスタッフが機械を使って取り出しま

す。これにより、図書資料の収蔵能力を高めると同時に、利用者の希望する本を迅速に用

意することができるようになります。 

 

Ｑ．新図書館複合施設に整備される予定のＷｉ-Ｆｉ(ワイファイ)とはどんなものですか？ 

Ａ．Ｗｉ-Ｆｉは無線ＬＡＮの種類の一つで、パソコンを持ち込めば無料でインターネット

に接続することができます。   

利用できる場所は、１階の図書館の他、２階の学習室やラウンジなどを検討しています。

図書館の静かな雰囲気の中で集中して作業をしたいとき、インターネットで調べ物をした

いときなどにご利用いただけます。 

ハテナ 
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新しく仲間入りした本(一例) 

魅力ある図書館を目指して！ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈原市公民館図書室〉 

〈上平公民館図書室〉 

図書館見学 小学生の図書館探検 

 上尾市の図書館には、毎年市内の小学校の子どもたちが施設見学に訪れます。子どもたちは図

書館内を探検し、図書館の利用方法や注意事項について学んでいます。今年度も、これまで本館

には４校・１３クラス・約４００人、分館には１４校・３５クラス・約１０００人の子どもたち

が来てくれました。 

 学校の図書室よりもたくさんの本があることに子どもたちはびっくり。一日に来館する人の数や貸出さ

れる本の数、人気の本はなにかなど、たくさんの質問が飛び交います。 

 ぜひまた図書館に来て、たくさん本を借りていってくださいね。 

 

いま上尾市図書館では「魅力ある図書館」を目指して、各分館・公民館図書室の活性化に力を入れて

います。これまで、上平公民館図書室・原市公民館図書室・大谷公民館図書室で、パソコンやインター

ネット・政治・趣味・スポーツなど、「身近なもの」をテーマに、それぞれ約９０冊の新しい図書を加え

てきました。今後も各分館に合わせた取り組みを行う予定です。ぜひおいでください。 

 

書名 請求番号 著者名 出版者 

50歳からはじめる人生整理術 007.6 柴田 和枝 日経 BP社 

パソコン効率ＵＰ 1秒ワザ 007.6 井上 香緒里 技術評論社 

大人はもっと遊びなさい 159 ナ 成毛 眞 PHP研究所 

東京の神社・お寺めぐり 175 渋谷 申博 G.B. 

田中角栄 100の言葉 289 タ 別冊宝島編集部 宝島社 

海外旅行でスマホ活用スタート

ガイド 

290 山谷 剛史 技術評論社 

政府はもう嘘をつけない 304 ツ 堤 未果 KADOKAWA 

家族と言う病 2 367.3  2 下重 暁子 幻冬舎 

ガンの予防 491 鍵谷 武誼 創英社 

やめてみた。 590 わたなべ ぽん 幻冬舎 

まご育ての本 599 くすくす マガジンハウス 

iPhone&iPadお得技全集 694  晋遊社 

写真家と行く世界の絶景 743 谷角 靖 青菁社 

急いてはいけない 783.4 イビチャ・オシム ベストセラーズ 

戦う終活 911.16 三浦 清一郎 日本地域社会研

究所 

 

〈大谷公民館図書室〉 

http://2.bp.blogspot.com/-JAIbq3c1d4I/UPzH_qDWlUI/AAAAAAAAK04/Ys-vw2CpZbg/s1600/reading_girl.png
http://1.bp.blogspot.com/-Ig-D-hIn2UE/UPzH_M-7QbI/AAAAAAAAK0w/PzbFjqzWwBk/s1600/reading_boy.png
http://www.irasutoya.com/2014/03/blog-post_1491.html
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 今年度も「図書館まつり」（１０月１６日～１１月６日）として様々なイベントが開かれ、たくさんの方に参加

いただきました。今回のテーマは「私たちの図書館！ 本のある暮らし～本はいつも私のそばに～」です。

図書館ボランティアもスムーズにイベントが進むよう、お手伝いをしました。それぞれの会場で行われたイ

ベントの様子をお届けします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日は子どもたちがたくさん来てくれました。市

長による「おおきなかぶ」などの絵本の読み聞か

せや、絵本の読み聞かせボランティア「ぽけっと」

の皆さんと一緒に手遊びなど楽しい時間を過ごし

ました。 

10月 18日（火） ／ 本館 

平成 29年 1・2月 

第 36号 

２０１５ 図書館まつり ２０１６ 

図書館まつりレポート 

以前から要望があった「落語寄席」が図書館まつりの

目玉として開かれました。プロの落語家ではなかったけ

れど、アマチュアの落語では有名な明治大学落語研究

会の学生さん３人が熱演してくれて、面白く笑えました。

演目は“時蕎麦”“禁酒番屋”“火炎太鼓”と有名な落語

なので、皆さんよく知っていますよね。 

多くの方から事前申し込みがあったのですが、会場

の都合で定員を超えてしまいました。参加できなかった

方は申し訳ありませんでした。 

参加した方からは「都内に出ないと文化的雰囲気に触れることができにくいので、このような企

画を継続的に行なってほしい」という声がありました。また、演じてくれた学生さん３人からも「来年

も呼んでもらえると励みになります」との声がありました。 

 

10月 16日（日） ／ 本館 
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小学校 1年生から 6年生まで 26名が図書館探検隊と

なって、宝探しに挑みました。図書館内を見学した後、地

下書庫へ。子どもたちは夢中で暗号を解き、見事宝物を

ゲットしました！諦めず一生懸命に探していた姿が印象

的でした。ぜひ、また図書館に来てくださいね。 

 

10月 22日（土） ／ 本館 

いたずら好きなカスパーが活躍する人形劇です。

毎年図書館まつりに遊びにやってきますが、今年の

カスパーはハロウィンのお化けになってみんなを驚か

せようと張り切りました。 

 10月 22日（土）／ 本館 

いつも子どもたちのためのおはなし会を行っている

「上尾おはなしの会」の皆さんが大人向けの昔話を語

りました。アジアやヨーロッパ、南米、そして日本の昔

話を語るメンバーの表現力は参加された方々を魅了し

ました。 

 10月 19日（水）／ 本館 

テキストとして「弟子」、「李陵・司馬遷 定本編」など中

島敦の自筆原稿の写真版三冊が配られ、参加者はびっ

くり！33歳で亡くなった中島敦。代表作の「李陵」も遺作

として発表、題名も原稿を託された深田久弥が決めたと

のこと。講師の作家愛を感じる心に残る講座でした。 

いつもは入れない地下書庫を

探検してドキドキしたね！ 

10月 22日（土） 

10月 29日（土）／ 本館 

講師：山下真史氏 



6 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PartⅠ  
（本館） 

PartⅠ  

児童書「わかったさんのマドレーヌ」に出てくるマド

レーヌを、本のレシピ通りに作りました。 

本の紹介や紙芝居、お絵かきなどもあり親子で楽

しく過ごしました。おいしいマドレーヌができてみんな

大満足でした！！ 

 
10月 23日（日）／ 大谷公民館 

（本館） 

（本館） 

（本館） 
（本館） 

講演は本題に先立ち「読むことも創作の一つである」という言葉で始められました。 

 

〈読むこと〉  短歌・俳句はアンソロジーとして幅が広いので適切である。読むことにより、 

虚空に響く詩歌に、自ら感動することが大切であり、そのことが自己の成長に 

繋がることが多い。 

 

 

 

 

 

 

〈書くこと〉  個性の表現である。普遍的・自然でなければならない。無理は避ける。 

〈うた合わせ〉  詠み人の異なる短歌二首を組み合わせ、互いに響き合いが醸成される 

ことを発見するのは極めて楽しいことである。 

 

 三つの演題を通して「作者の人間像に触れ、感動し、自己の内面に積み重なって、個性と

して形成されてくる。このことが創作と言えるのである」。講師の真意はここにあったのかと

深く感銘した講演内容でした。 

天国は もう秋ですか お父さん（小三女子） 

「この句は次元の違う言葉」とのことです。 

目頭が熱くなりますね。 

11月 6日（日）／ 本館 

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 

どのイベントも、 

みんな楽しそうだね 
 

２０１７年の図書館まつりも、

今から楽しみ！ 
 



〔　　〕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

決定版人工知能超入門 〔00７〕 東洋経済新報社／編 東洋経済新報社

「100分de名著」名作セレクション 〔028〕
NHK「100de名著」
制作班／編

文芸春秋

金持ち体質と貧乏体質 〔159 〕 石原 加受子／著 ベストセラーズ

御朱印でめぐる京都の古寺 〔186〕 地球の歩き方編集室／著ダイヤモンド・ビッグ社

最古の文字なのか？ 〔202〕
ジェネビーブ・ボン・
ペッツィンガー/著

文芸春秋

風土記 〔210〕 橋本 雅之／著 KADOKAWA

大統領を操るバンカーたち　上・下 〔253〕 ノミ・プリンス／著 早川書房

　ストックビジネスの教科書プロフェッショナル 〔335〕 大竹 啓裕／著 ポプラ社　

ビジネスと人を動かす驚異のストーリープレゼン 〔336.4〕 カーマイン・ガロ／著 日経BP社

新男の子を伸ばす母親は、ここが違う! 〔379.9〕 松永 暢史／著 扶桑社　

東京周辺七福神めぐり 〔387〕 七福神散歩会／著 メイツ出版　

汝の名はスパイ、裏切り者、あるいは詐欺師 〔391.6〕 手嶋 龍一／著 マガジンハウス　

100人の囚人と1個の電球 〔410〕
ハンス・ファン・ディ
トマーシュ／著

日本評論社　

自分の「異常性」に気づかない人たち 〔493.7〕 西多 昌規／著 草思社　

美人をつくる熟睡スイッチ 〔498.3〕 小林 麻利子／著 G.B.

東京道路奇景 〔518〕 川辺 謙一／著 草思社

図説金の文化史 〔565〕 レベッカ・ゾラック／著原書房

はじめてのつるし飾りとちりめん細工 〔594〕 山口 信子／著 日東書院本社

健康おかず作りおき 〔596〕 横山 タカ子／著 主婦と生活社

世界のお墓文化紀行 〔629〕 長江 曜子／監修 誠文堂新光社

猫専門医が教えるこんな時どうする？ 〔645〕 服部 幸／監修 洋泉社

オリエンタル・ファンタジー 〔726〕 海野 弘／解説･監修 パイインターナショナル

サッカーおくのほそ道 〔783.4〕 宇都宮 徹壱／著 カンゼン

英語の「なぜ？」に答えるはじめての英語史 〔830〕 堀田 隆一／著 研究社

木もれ日を縫う〔913.6 タニ〕 谷 瑞恵／著 集英社

私はいったい、何と闘っているのか 〔913.6 ツブ〕つぶやきシロー／著 小学館

比(なら)ぶ者なき 〔913.6 ハセ〕馳 星周／著 中央公論新社

コンテクスト・オブ・ザ・デッド 〔913.6 ハダ〕羽田 圭介／著 講談社

紙の城 〔913.6 ホン〕本城 雅人／著 講談社

作家のお菓子 〔910.26 サ〕
コロナ・ブックス編集
部／編

平凡社

図説英国ファンタジーの世界 〔930 オ〕 奥田 実紀／著 河出書房新社

※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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1 月・２月の催し物  
                                                         
 

♢ 子ども映画会         
「ドナルドダック」、「てぶくろをかいに」、 
「アヒルの変身」 

▼とき  1 月１５日(日) 

     午前１０時３０分～１１時２０分 

▼ところ 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) 

▼参加費 無料 

▼申込み 当日、直接会場へお越しください♪ 

 
 
 
                                                            
                                
                               
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      
                                       
                                       
                                       

                                              

                                
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
≪ 図書リサイクル ≫ 

日 時：３月４日（土）・３月５日（日） 午前９時３０分～午後３時 30 分 
場 所：図書館本館２階  集会室 

   内 容：図書館蔵書でなくなった本・雑誌を無償提供します。  
       参加日時で冊数制限あり       

対 象：どなたでも 
定 員：30 分毎に４０人入れ替え制 （先着順） 
申込み：当日先着順に入場整理券を配布 

 
問い合わせ→上尾市図書館（本館）〒３６２－００３７ 上尾市上町１－７－１ 

              ☎０４８－７７３－８５２１ ＦＡＸ０４８－７７６－７３３０ 

 
 

 

 ♢ 地域の学校を応援しよう 

赤木かん子さんにおしえてえもらう 

学校図書館のつくり方 

▼とき  １月１７日（火）午後１時３０分～３時  

▼ところ 富士見小学校大会議室  

▼対象  学校応援団・学校図書館ボランティア・

学校図書館支援員・学校図書館に興味のある人  

▼定員  ４０人（先着順）                      

▼参加費 無料 

▼講師  赤木かん子さん                       

▼申込み １月５日(木)から電話（午前 10時～午

後４時 ※(土)(日)(祝)を除く）で、上尾

市子どもの読書活動支援センター☎

773-3711 まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♢ 上尾市読書活動推進事業「耳で聴く 

児童文学」～小学校国語教科書を読む～ 

▼とき  ２月１８日（土） 

午前１０時～11時 30分  

▼ところ 富士見小学校集会室  

▼対象  どなたでも  

▼定員  ４０人（先着順）                      

▼参加費 無料 

▼主催   児童文学朗読会実行委員会 

（代表：家城春海）                       

▼申込み 2月 16日(木)までに電話（午前 10

時～午後４時 ※(土)(日)(祝)を除く）

で、上尾市子どもの読書活動支援セン

ター☎773-3711まで 

 

 
♢ おやこでえほんサロン 

 

▼とき  1 月 20日(金)、2 月 17 日(金) 

     それぞれ午前 10 時～11時 

▼ところ 東保健センター 2階多目的室 

▼対象  1 歳～未就学児とその保護者 

▼参加費 無料 

▼申込み 当日、直接会場へお越しください♪ 

 


