
編集発行／上尾市図書館　 〒362-0037  上尾市上町1-7-1

TEL 048-773-8521　FAX 048-776-7330

 図書館ホームページ 　   http://www.city.ageo.lg.jp/ageolib/
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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】

     ※10月10日(スポーツの日)、11月3日(文化の日)、11月23日(勤労感謝の日)は開館します。
     ※12月28日(水)～１月４日(水)は、年末年始のため休館いたします。

図 書 館 だ よ り

令和４年

あき号
（１０・１１・１２月）

10月 11月 12月

No.２３２

電子図書館はこちら

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

※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。

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

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。

令和４年度 図書館まつり
秋の読書週間にちなんで、本に親しむことのできるさまざまなイベントを行います。
開催日時や申し込み方法について詳しくは、各館に設置のチラシ、図書館ホームページ、『広報あげお』
10月号をご覧ください。 ※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、内容が変更になる場合があります。

～子ども・親子向け催し～
●教科書から広がる図書館まつり
①スイミー「図書館の壁を海にしよう」
②ごんぎつね「上尾の昔を知って、昔話を聞いてみよう」
③せんねんまんねん「石が好きな子集まれ！『実物鉱物分類図鑑』をつくろう」

●分館企画 １４ひきのかぼちゃ ～絵本の読み聞かせとかぼちゃパイ作り～
●楽しいカスパーシアター ～人形劇～ ●ティーンズ読書会 ６０分de名著
●うちの子のイチバン！(展示)

～おとな向け催し～

●図書館寄席 ●書評合戦－はじまり－
●健康講座in図書館「～伸ばそう！健康寿命～」
●埼玉県立近代美術館コラボ企画 「埼玉県立近代美術館スライドトーク ピカソのひみつ」
●さきたま史跡の博物館コラボ企画「埼玉は持ってる！国宝と古墳」

1



 

・ちょっとしたスキマ時間、手元に本がなくても 

読書ができる 

・旅行ガイドが、旅先でも荷物にならない 

・月曜日や年末年始など図書館がお休みの日でも 

貸出ができる 

・うっかり本を汚してしまう心配がいらない 

・小さな文字や写真も拡大できる 

             などなど… 

上尾市電子図書館は 

１周年をむかえた！！ 
 

電子図書館にアクセスする？ 

→はい 

https://ageo-city-library. 

overdrive.com/ 

 

 

 

 いいえ（またあとで！） 

使い方のおさらい 

 ◇貸出点数：3 点まで 

 ◇貸出期間：2 週間まで(期間を過ぎると自動で返却されます！) 

 ◇予約点数：3 点まで 

パスワード 

 令和 3 年 8 月 24 日以前に図書館の利用者カードを発行されている方のパス

ワードは、西暦の生年月日 8 桁です。 

図書館のカードをお持ちでない方は、図書館各館のカウンターで登録するこ

とで、仮パスワードを発行します。 

令和３年９月にサービスを開始してから

１周年を迎えた上尾市電子図書館。活用

していますか？ 

「本は紙派だから…」と使ったことのない人も、自

宅にいながら気軽に使える便利なサービスですの

で、ぜひアクセスしてみてくださいね！ 

電子図書館の資料は、資料の内容によ 

って 17の「コレクション」に分けられ 

ています。 

小説・エッセイ、くらし・住まい、料理、ビジネス、

健康・美容など、お好きな分野から探してみてくだ

さい。 

1位 『クロワッサン特別編集 捨てる、収める、片づける。』マガジンハウス 

2位 『結局できずじまい』ヨシタケシンスケ/著 講談社 

3位 『年金、増税…不安に負けない！お金がたまる!!ベスト技 180』扶桑社 

 

1年間の貸出ベスト３！ 

電子図書館のいいところ！ 

『僕が親ならこう育てるね』 

ひろゆき/著 扶桑社 

『多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。』 

Jam/著 サンクチュアリ出版 

『まっぷる 埼玉 川越・秩父・鉄道博物館』 

昭文社 

『体がバテない食薬習慣』 

大久保 愛/著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 

『世界から猫が消えたなら』 

川村元気/著 マガジンハウス 

 

 話題のあの本も入ってます！  
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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

IT弁護士さん、YouTubeの法律と規約について教えてく
ださい

〔007.3〕 河瀬 季/著 祥伝社

SNS別最新著作権入門 〔021〕 井上 拓/著 誠文堂新光社

考えすぎてしまうあなたへ 〔146〕
グウェンドリン・スミス/
著

CCCメディアハウス

歎異抄手帳 〔188.7〕 親鸞/述　五木寛之/訳 東京書籍

世界の偉大な日記図鑑 〔209〕 DK社/編著 東京美術

戦争の教訓 〔210.7〕 栗原 俊雄/著 実業之日本社

我が人生 〔289 ｺﾞ〕
ミハイル・ゴルバチョフ/
著

東京堂出版

年寄りは本気だ 〔304 ﾖ〕 養老 孟司/著 新潮社

数奇な航海 〔319.8〕 川井 龍介/著 旬報社

発達障害の子どもに自立力をつける本 〔378.8〕 高山 恵子/監修 講談社

葬儀! 〔385.6〕 ジュリエット・カズ/著 柏書房

かこさとし科学絵本の世界 〔407〕 藤嶋 昭/著 学研プラス

恐竜超世界IN JAPAN 〔457〕 植田 和貴/著 日経ナショナルジオグラフィック

脳大図鑑 〔491〕 河西 春郎/監修 ニュートンプレス

日本の水族館五十三次  〔523〕 宮沢 洋/編著 青幻舎

　からだ思いのグルメ調味料選び方・使い方 〔588〕 岩城 紀子/著 主婦の友社

糸とサイズで楽しむかぎ針編みのテディベア 〔594.3〕 アップルミンツ

ムーミン谷のしあわせレシピ 〔596.2〕
ト－ベ・ヤンソン/絵と引
用文

講談社

ひとかけらの木片が教えてくれること 〔657〕 田鶴 寿弥子/著 淡交社

図解と写真でわかる教養が身につく!日本の鉄道150年史 〔686〕 辻 良樹/著 徳間書店

きりえや偽本シネマ大全 〔726〕 高木 亮/著 現代書館

教養としてのクラシックの名曲100 〔760〕 多田 鏡子/著 日本文芸社

ことばと算数 〔801〕 広瀬 友紀/著 岩波書店

遅番にやらせとけ 〔913.6 ｷﾀ〕 キタハラ/著 KADOKAWA

江戸寺子屋薫風庵 〔913.6 ｼﾉ〕 篠 綾子/著 小学館

遠い指先が触れて 〔913.6 ｼﾏ〕 島口 大樹/著 講談社

観相同心早瀬菊之丞 〔913.6 ﾊﾔ〕 早見 俊/著 徳間書店

財布は踊る 〔913.6 ﾊﾗ〕 原田 ひ香/著 新潮社

物語のカギ 〔901 ﾜ〕 渡辺 祐真 スケザネ/著 笠間書院

魔術師の匣　上 〔949 ﾚ 1〕 カミラ・レックバリ/著 文藝春秋

※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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公衆無線 LAN（Wi-Fi）を利用開始しました 学習コーナーをリニューアルしました 

分館 テーマ展示のお知らせ 

読書の秋です。 

図書館に足を運んでみませんか？ 

本館１階の学習席を増設しました。 

学習や調査研究に、ぜひ活用してみてください。 

 

場所：図書館本館 １階ロビー奥 

席数：１２席 

 

本館・分館にて、無料 Wi-Fi をご利用いただけるように

なりました。 

お手持ちのスマートフォン、タブレット等の機器を使って 

インターネットに接続できます。 

 

 

 

上尾市図書館 HP 

https://www.city.ageo.lg.jp/site/library/316918.html 

◆使い方などはこちらから◆ 


