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は休館日です【毎週月曜日休館、ただし月曜日が祝日にあたる場合は開館します】

※7月18日（海の日）、8月11日（山の日）、9月19日（敬老の日）、9月23日（秋分の日）
は開館します。
※9月７日（水）～9月1２日（月）は、図書整理期間のため休館します。

図 書 館 だ よ り

令和４年

なつ号
（７・８・９月）

７月 ８月 ９月

No.２３１

蔵書検索はこちら

パソコン版 https://www.lics-saas.nexs-service.jp/city-ageo/webopac/index.do

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ版 https://www.lics-saas.nexs-service.jp/city-ageo/spopac/index.do

※休館日は、変更になることがあります。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。

催し物情報については、館内掲示やホームページでお知らせします。

臨時休館のお知らせ

「朝日新聞クロスサーチ」を使ってみませんか？
図書館本館で利用できる朝日新聞記事検索サービスがリニューアル

されました。図書館２階カウンターにあるインターネット端末利用

申請書に必要事項を記入の上ご利用ください。過去の出来事をキー

ワード検索等で手軽に調べることが出来ます。

電子図書館はこちら

https://ageo-city-library.overdrive.com/

上平公民館図書室

上平公民館図書室は、電気設備更新工事のため、休館します。

休館日 ７月１６日（土）～1８日（月）

※上平公民館図書室以外の図書館は、通常通り開館します。

※閉館中の図書の返却はブックポストへお願いします。
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上尾駅東口から徒歩 1分弱！ 

エスカレーターを降りてすぐ見えてくるのが、 

駅前分館です。 

便利な立地から、実は

予約本の受け渡し館と

しても人気なんです。

通勤・通学の合間に、ぜ

ひ立ち寄ってみてくだ

さいね。 

●平日は夜 20時まで開館（土日祝は 17時まで） 

●持ち運びに便利な、文庫や新書が充実 

●ビジネスに役立つ本や、パソコン関係の本を強化中！ 

『自分の強みを引き出す 

4分割ノート術』 

寺澤 伸洋/著 世界文化ブックス 〔159 ﾃ〕 

『社会学の名著 50冊が 

1冊でざっと学べる』 

岡本 裕一朗/著 KADOKAWA 〔361〕 

『仕事で折れない心のつくり方』 

名越 康文/著 アルファポリス 〔366.9〕 

仕事も日常生活も、力みすぎず、しな
やかに… 

古典の名著から現代の注目作まで、
要点をぎゅっと凝縮。 

頑張っているのに結果が出ないのは、自
分の「立ち位置」がズレているからかも。 

『おっさんず六法』 

松沢 直樹/著 飛鳥新社 〔320〕 

被害者にも加害者にもならないため
に。「おっさん」以外も必見です。 

『リセット！仕事服』 

松 はじめ/著 技術評論社 〔589〕 

ニューノーマル時代にふさわしい
仕事服と着こなしとは？ 

忙しい毎日のために。ちょっとの準備
で時短・簡単・おいしいごはんが完成！ 

『簡単ひと手間共働きごはん』 

柳川 かおり/著 講談社 〔596〕 

『今すぐ使える 

かんたん PowerPoint 2021』 

技術評論社編集部/著 技術評論社 〔007.63〕 

プレゼンテーションに欠かせない「パ
ワポ」。効率的に使いこなしましょう。 

『世界一やさしい 

「やりたいこと」の見つけ方』 

八木 仁平/著 KADOKAWA 〔159 ﾔ〕 

何のために働くのか、本当にやりたいこ
ととは。自己理解のためのワークブック。 

今回オススメする本は、全て駅前分館所蔵です。

貸し出し中のときは、ぜひ予約してくださいね！ 
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〔　　〕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

SNS炎上なんてしないと思っている人が読むべき本 〔007.3〕
宮下 由多加/著
中澤 佑一/著

ジャムハウス

9割の人が信じ込んでいる覚え違い大全 〔049〕 博学こだわり倶楽部/編 河出書房新社

大切な人を亡くした人の気持ちがわかる本 〔146〕 高橋 聡美/著 法研

1日１話、読めば心が熱くなる３６５人の生き方の教科書 〔159 ｲ〕 藤尾 秀昭/監 致知出版社

国境を超えたウクライナ人 〔283〕 オリガ・ホメンコ/著 群像社

真珠湾の代償 〔289 ｶ〕 福井 雄三/著 毎日ワンズ

旅行ライターになろう！ 〔291.0〕 野添 ちかこ/著 青弓社

ウクライナ侵略戦争 〔319.3〕 『世界』編集部/編 岩波書店

投資の公理 〔338.1〕
ポール・マーシャル/
著

パンローリング

どうして?　あたらしいおうちにいくまでのおはなし 〔369.4〕 ひぐち あずさ/作 遠見書房

山田澄代の杖ワンダーランド 〔383.4〕 山田 澄代/著 朝日新聞社

屈辱の数学史 〔410〕 マット・パーカー/著 山と溪谷社

ペンギン大全 〔488〕
パブロ・ガルシア・ボ
ルボログ/編

青土社

延びすぎた寿命 〔490〕
ジャン=ダヴィド・ゼ
トゥン/著

河出書房新社

いつかは訪れたい美しき世界の寺院・神殿 〔526〕
マイケル・ケリガン/
著

日経ナショナルジオグラフィック社

　ジェルネイルをはじめたいと思ったら読む本 〔595〕 ブティック社

　おうちでできる世界のおそうざい 〔596.2〕 荻野 恭子/著 河出書房新社

　キャンプで淹れるおいしい珈琲 〔596.7〕 小林 キユウ/写真・文 誠文堂新光社

シン世代マーケティング 〔675〕 原田 曜平/著 ぱる出版

船旅の文化誌 〔683〕 富田 昭次/著 青弓社

オペラのひみつ 〔766〕 岸 純信/著 メイツユニバーサルコンテンツ

パラスポーツとボランティア 〔780〕
兵藤 智佳/編著
花岡 伸和/編著

ナカニシヤ出版

オトナ女子のすてきな語彙力帳 〔809〕 吉井 奈々/著 ダイヤモンド社

ラブカは静かに弓を持つ 〔913.6 ｱﾀﾞ〕 安壇 美緒/著 集英社

ショートケーキ。 〔913.6 ｻｶ〕 坂木 司/著 文藝春秋

本丸目付部屋11　幕臣の湯屋 〔913.6 ﾌｼﾞ〕 藤木 桂/著 二見書房

百年厨房 〔913.6 ﾑﾗ〕 村崎 なぎこ/著 小学館

チョウセンアサガオの咲く夏 〔913.6 ﾕｽﾞ〕 柚月 裕子/著 KADOKAWA

「できる」と「できない」の間の人 〔916 ﾋ〕 樋口 直美/著 晶文社

鑑識レコード倶楽部 〔933 ﾐﾙ〕 マグナス・ミルズ/著 アルテスパブリッシング

※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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分館 テーマ展示のお知らせ 

(9/1～9/30) 

「夏の夜に読む 

様々なテーマで

怖い話」 

７～９月 

７～９月 

過ごしませんか？」 

本の展示をしています。 「涼しい夏を 

７～９月 

「ふしぎな世界」 

「世界遺産」 

ぜひ遊びに 

７～９月 

「おたすけ！夏休みの宿題」 

「この夏に読んでみよう！」 

(7、8月) 

 

来てください！ 

「秋いろ み～つけた」 

(9月) 

 

「おすすめエッセイ特集」 

 
７～９月 

「アウトドア」 

「夏休み なにしよう 

 
市内の各図書館では どこに行こう！」(～7/19) 

「夏におすすめのこの一冊」 

 
(7/20～8/31) 

「食 一足先に食欲の秋」 

 

夏休み児童・青少年レファレンスタイム 夏休み“体験!!図書館員”を募集 

「なつやすみ」 

(7、8月) 

「秋びより」(9月) 

夏休みは図書館で過ごしてみよう！！ 

7～9月 

図書館員と一緒に図書館の仕事の一部を体験して、図書館への理解

を深めてみませんか。図書館をより身近なものと感じてみましょう。 

 

日時 8月 3日（水） ① 9：00～11：30 ② 13：30～16：00 

8月 4日（木） ③ 9：00～11：30 ④ 13：30～16：00 

対象 市内在住の小学 5・6年生 

定員 各回 3人（応募者多数の場合は抽選） 

申込 往復はがきに催し名、住所、氏名、学校名、学年、電話番号、希

望の回（①～④のいずれか）を記入して、7月 15日（金）まで

（必着）に図書館本館へ 

 

図書館員が調べものの相談にのります。読書感想文、 

自由研究、工作など、何でも聞いて下さい。図書館員 

と一緒に調べてみましょう！ 

 

日時 7月 26日（火）、8月 9日（火）、23日（火）  

各日、14：00～16：00 

対象 市内に在住または在学の小学生・中学生・高校生 

申込 不要 


