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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（水）、（憲法記念日）　５月４日（木）、（みどりの日）　５月５日（金）、（こどもの日）
　 ７月１７日（月）、（海の日）も開館します。

5･6月号 
No.２０９ 

隔月発行 

  ２０１７(平成２９)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 

5月からの本館展示テーマ   

   「風に誘われ、ちょっとおでかけ・・・」 

               
 
 

     図書館カレンダーカレンダー 
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 新緑が美しく、さわやかな風が心地よい季節となりました。あなたはどこに出かけますか？ 

お弁当をもってピクニック、古民家カフェで庭を眺めるのもいいかも・・・、市内の丸山公園もすてきですよ。 

近くへ、遠くへ・・・、一人で、誰かと・・・。おでかけの本を集めてみました。 
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            子どもと本のかけはしに 

上尾市図書館では、子ども達と本のかけはしになるために様々な事業を行っています。今回は、その中で「ブ

ックスタート」と「あかちゃんおはなしかい」の様子をご紹介します。 

 

＜ブックスタート＞ 

４カ月健診（東保健センター）に参加した赤ちゃんにブックスタート・パック（絵本２冊、絵本リスト、バッグ）をプ

レゼントしています。健診の合間に、図書館職員・図書館協力員が絵本の読み聞かせを行っています。ブックス

タートは 1990 年代にイギリスで始まりました。赤ちゃんとパパやママが絵本をとおして心ふれあうひとときを持っ

てほしいという願いがこめられています。 

 

 

 

 

 

（東保健センターの４カ月健診の様子です。）    （ブックスタートでお配りする本２冊です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※絵本を受け取り忘れてしまっても、図書館にお越しいただければお渡しします。また、配布用の本をすでにお

持ちの場合には、別の本と交換いたします。 

 

健診を受けにきた赤ちゃんに、絵本の読み聞かせをし

ています。赤ちゃんは絵本に興味しんしんで、笑った

り声をあげたり…。 
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＜あかちゃんおはなし会＞ 

 

 毎月第３火曜日の午前１０時３０分から、図書館本館集会室で「あかちゃんおはなし会」を行っています。

対象は４カ月～２才の赤ちゃんと保護者です。図書館職員・図書館協力員が絵本の読み聞かせをしたり、

みんなで一緒に手遊びを楽しんだりしています。下の写真は４月の「あかちゃんおはなしかい」の様子を紹

介します。 

この日は、２０組ほどの赤ちゃんと保護 

者が参加してくれました。赤ちゃんたちは 

ママの膝に抱かれてリラックスしています。 

ママたちもあちらこちらで情報交換、楽しい 

時間を過ごしました。 

（※写真は特別に許可をいただき撮影しました。） 

 

 

 

「おすすめ！私の一冊」～みなさんから投稿いただいたものを紹介します。 

 

『企画展がなくても 

楽しめるすごい美術館』 

藤田 令伊/著 

出版：ベストセラーズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館では、皆さまからのおすすめの一冊を募集しております。図書館カウンターにある用紙にご記入

の上、投函箱に入れてください。ＨＰからでもご投稿いただけます。お持ちしております。 

（図書館ＨＰアドレス：http://www.city.ageo.lg.jp/eventcalendar/library/0711140801.html） 

日本には千を超える美術館があるが、その中から企

画展等がなくても楽しめる美術館を６０館厳選し、紹介

している。魅力ある展示を行っている美術館は多く、見

どころも多い。建築様式や庭園なども含めて一つの作

品となっている。 

この本は①一度は見たい名品のある館②心と体が

喜ぶ館③訪れた人の心が揺さぶられる館④建築や庭

が見事な館⑤鑑賞力をアップする館⑥スペシャルな個

性が際立つ館、の６章で構成されている。私は美術館

にはよく行く方だと思っていたが、この本の中では行っ

たことのある美術館は僅か８館だった。これからは、本

の内容を参考に他の館にも足を運んでみたい。新書版

サイズで美しいカラー写真が沢山使われているので、

読むだけで美術館に出かけた気分を味わえると思う。  

（ペンネーム 上・Ｍ・Ｍ） 

 

http://www.city.ageo.lg.jp/eventcalendar/library/0711140801.html
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会場にみなぎりあふれる熱気！ 

 

「平成２８年度図書リサイクル」の報告 

―“図書館ボランティア”のページ― 

上尾市図書館蔵書としての役目を終えた図書を無償提供する「リサイクル」が、今年も３月４日（土）・５日

（日）の両日、本館２階集会室を会場として催されました。 ボランティアメンバーも、整理券配布・会場図書の

整理・後片付けなど、２日間にわたってお手伝いいたしました。 

 

 

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 

幼稚園児くらいの女の子：絵本と一生懸命

おしゃべりをしていました。そばには優し

いお父さんが。 

ほっとする愛しいワンショット。 

 

小学生３人組：学校での課題研究でしょうか。

相談しながら資料を探していました。お目当て

の資料は見つかったかな？ 

これからもどんどん図書館を利用してね。 

２日目の終了時にはアート誌系の雑誌に残部がありましたが、文学書（全集ものも含む）・文庫本・児童

書・絵本など殆どがリサイクル・リユースされました。電車の時刻表（バックナンバー）はすべて無くなりま

した。ご高齢の男性は趣味や健康の本を、またご婦人層は料理や育児の本を探されていました。 

 

２日間で６４６枚の整理券、８,５６７冊の本を提供。平均すると一人あたり１３冊前後の提供となります

が、中にはキャリアやキスリングなど、大きな入れ物を準備された方もいました。 

平成 29年 5･6月 

第 38号 

初日は早朝から行列が続き、９時３０分の開始時

には２２０名の方々に整理券を配布しました。図書館

主催行事では指折りの賑わいかもしれませんね。 

ジャンル別に積まれた図書の間をぬって、３０分間

で希望の本を探す方々の積極さと熱気が一堂にみな

ぎる会場でした。その一方で、広い場所でゆっくりと

選べたなら、とも思ったことでした。 

 

今後のリサイクルについては、随時開催ができるか検討中です。詳し

くは、７・８月号の「みんなの図書館」または広報にてお知らせいたします

のでお待ちください。 

 



　〔　　〕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

　電卓四兄弟 〔007.3〕 樫尾 幸雄/著 中央公論新社

an・anの噓 〔051〕 酒井 順子/著 マガジンハウス

直観力 〔141〕
メンタリストDaiGo/
著

リベラル社

宗教と精神科は現代の病を救えるのか? 〔160〕 島田 裕巳/著 ベストセラーズ

昭和維新史との対話 〔210.7〕
保阪 正康/著　鈴木 邦
男/著

現代書館

  日本三百名山山あるきガイド（上・下） 〔291.0〕 JTBパブリッシング

レトロな街で食べ歩き！古都台南へ 〔292〕 岩田 優子/著 イカロス出版

ガラパゴス・クール 〔304 フ〕 船橋 洋一/編著 東洋経済新報社

皇宮警察 〔317.7〕 久能 靖/著 河出書房新社

われらの子ども 〔361.8〕
ロバート・D.パットナ
ム/著

創元社

勉強したくなった人のための大人の「独学」法 〔379.７〕 和田 秀樹/著 大和書房

写真民俗学 〔386〕 芳賀 日出男/著 KADOKAWA

元素生活　完全版 〔431〕 寄藤 文平/著 化学同人

完全解説日本の火山噴火 〔453〕 島村 英紀/著 秀和システム

薬膳茶のすべて 〔498.5〕 辰巳 洋/著 緑書房

世界10000年の名作住宅 〔527〕 エクスナレッジ

灯台に恋したらどうだい？ 〔557〕 不動 まゆう／著 洋泉社

ほしい形が絶対見つかる！毎日リュック 〔594.7〕 ブティック社

おべんと探訪記 〔596.4〕 伊藤 まさこ/著 マガジンハウス

図解よくわかるブドウ栽培 〔625〕 小林 和司/著 創森社

よくわかる旅行業界 〔689〕 橋本 亮一/著 日本実業出版社

日本の色のルーツを探して 〔757〕 城 一夫/著 パイインターナショナル

ランニングする前に読む本 〔782〕 田中 宏暁/著 講談社

毎日新聞・校閲グループのミスがなくなるすごい文章術 〔810〕 岩佐 義樹/著 ポプラ社　

暗黒グリム童話集 〔913.6 アン〕村田 喜代子/文 講談社

さむらい道（上・下） 〔913.6 タカ〕高橋 義夫/文 中央公論新社

図書室のピーナッツ 〔913.6 タケ〕竹内 真/著 双葉社

小説日本博物館事始め 〔913.6 ニシ〕西山 ガラシャ/著 日本経済新聞出版社

あま酒 〔913.6 フジ〕藤原 緋沙子/著 双葉社

開高健 〔910.26 カ〕 小玉 武/著 筑摩書房

島尾敏雄・ミホ愛の往復書簡 〔915.6 シ〕
島尾 敏雄/著　島尾 ミ
ホ/著

中央公論新社

※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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「京都御所～秘められた千年の美～」 (２０１５年 NHK総合で放送) 
「世界遺産 平泉 金色堂の謎を追う」 (２０１２年 NHK総合で放送) 

 

日  時 ：５月１３日（土） 第１回 午前１０時～１１時５０分 

                 第２回 午後１時３０分～３時２０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 

   申込み：当日、直接会場までお越しください。 

 

  子ども映画会 
「おおかみと七ひきの子やぎ」「もったいない」「絵からとびだしたねこ」 

 

   日  時 ：６月１１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 

申込み：当日、直接会場までお越しください。 

 

子ども読書イベント ～春～ 

まが玉を作ろう! 

まが玉って知ってる？弥生時代、卑弥呼も身に付けていた！現在、埼玉県の旗にも描かれている

よ。その「まが玉」についての話を県立さきたま史跡の博物館の先生に聞きます。そして、自分だけの

「まが玉」を作ります！  

  

日  時 ：５月２８日(日)午前１０時～１２時 場所：富士見小学校集会室  

内  容 ：まが玉の話とまが玉作り  

対  象 ：市内に在住の小学生（１，２年生は保護者同伴）  

材料費：３００円 定員：２０人(先着順)  

申込み：５月１日(月)から電話で（土日・祝日を除く午前１０時～午後４時） 

上尾市子どもの読書活動支援センター（７７３－３７１１）まで  

 

お問い合わせ⇒上尾市図書館（本館）〒362-0037 上尾市上町 1-7-1  ☎048-77３-8521 

 

 

 

 

 

 

土曜映画会 

5月・6月の催し物 


