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※ 毎週火曜日は休館日です。 

※ 開館時間 朝10:00～夜8:00 

2011年 6月、東京都の「小笠原諸島」と岩手県の「平泉」がユネスコの世界遺産に登録されました。 

日本では 2007年の石見銀山遺跡以来４年ぶり。小笠原諸島は国内 4件目の「世界自然遺産」に、平泉は 12件

目の「世界文化遺産」に決定しました。今年は、東日本大震災で心を痛めるニュースが続きましたが、東北地方

で初めての文化遺産となった平泉は、被災地の方々にとって復興への大きな希望となったのではないでしょう

か。 

今回の登録で、日本国内の他の候補地は次の登録を目指し、動き出しています。世界遺産に登録されるには先

ず「暫定リスト」に掲載される必要があり、さらに、登録基準のうち少なくとも１つは基準を満たさなければな

りません。年々ハードルが高くなっているのは事実ですが、登録されれば地域の活性化にも繋がると考えられて

います。長崎も登録に向けて取り組んでおり、2007 年には「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」が暫定リス

トに登録されています。 

自分たちの町から世界遺産として登録され、未来に引き継ぐことは、私たちの誇りでもあり財産でもあります。

ぜひ、私たちの町、長崎からも次の世界遺産を目指したいものです。 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

8月 August 9月 September

1.『名景世界遺産 自然遺産編』 2.『名景世界遺産 文化遺産編』ピエ･ブックス 2 階 709 メ 

 ☆遺跡､王宮､寺院､旧市街…｡人類が育んだ至宝である文化遺産や複合遺産を美しい写真で紹介｡ 

3.『みんなが知りたい!｢世界遺産｣がわかる本 日本編』カルチャーランド / 著 メイツ出版 児童 709 ミ 

 ☆知床､白神山地､日光の社寺など､日本にあるすべての世界遺産を､美しい写真とわかりやすい文章で紹介する｡ 

4.『21 世紀世界遺産の旅』小学館 2 階 709 ニ 

 ☆ユネスコ世界遺産を地域別･国別に紹介｡歴史的･文化的背景を掘り下げテーマに沿った旅を提案する｡ 



 
 

 

 
 

 7月 16日（土）、辞書引き学習法の提唱者である深谷圭助先生をお招きし、講演会を開催し

ました。 

 辞書引き学習法とは、分からない言葉を調べるだけではなく、辞書を使って様々な知識を学

ぶことにより、子どもたちの興味を広げたり深めたりする学習方法のことです。辞書引き学習

法には、付箋紙に辞書で調べた言葉を書き込み、辞書にはさむという特徴があり、当日参加し

ていた子どもたちも、競い合うように辞書を引いている姿が印象的でした。3ヶ月で付箋 1000

枚が目標ですが、学力の基礎である語彙力を増やすには保護者の方の上手な誘導が必要です。

 深谷先生と言葉を交わし、サインの入った辞書を手にした子どもたちが、皆やる気に満ちた

表情をしていたのが印象的でした。暑い中、たくさんのご来場どうもありがとうございました。

 

 7月 21日（木）と 22日（金）に、小学校 3~6年生を対象に「夏休み！自

由研究おたすけ教室～本の探し方や調べ方を学びませんか？～」を開催しまし

た。夏休みといえど、子どもたちには「自由研究」という宿題がありますので、

子どもたちをサポートしたいとの気持ちから、実施しました。 

 初日は主に調べ方や、調べるための本や、必要な本の探し方などを学び、2

日目は実際に「何を調べるか」それぞれがテーマを設定しました。 

 子どもたちは好奇心と探究心のかたまりでもあります。これからも、子ども

たちの「どうして？」に図書館として応援していきたいと思います。 



 

「仕事で成功したい」「子供が健やかに育ってほしい」「お金持ちになりたい」・・・願いごとってキリがないで

すよね。でも、どうせ叶いっこないと最初からあきらめてはいませんか。 

『願いごとのえほん  幸せを呼ぶ世界のおまじない』では、七夕祭りに願いをたくす日本、トレビの泉にコイン

を投げて願かけするイタリアなど、世界 15 ヶ国で信じられている｢幸せになるための方法｣をわかりやすく紹介し

ています｡ 世界の知恵を味方につけて、あなたの願いを叶えましょう。 

でも、そんなに簡単じゃないよ、とまだまだネガティブなあなた！『ザ・シークレット』には、願いを叶えるた

めの「秘密」の法則が紹介されています。あのシェイクスピアやガリレオ、アインシュタインもこの「秘密」を使

っていたとか。あなたもこの「秘密」を知れば、願いが叶うかもしれません。 

・・・おや？願いごとをしているうさぎがいますよ。いつも仲良しの 2匹のうさぎ。でも、くろいうさぎは時々

悲しそうな顔を見せるようになります。「どうしたの？」「ぼく、ねがいごとをしているんだよ」「ねがいごとって？」

「いつまでも、きみといっしょにいられますようにってさ」・・・。絵本『しろいうさぎとくろいうさぎ』です。

くろいうさぎの願いは叶えられるのでしょうか。                        （司書M)

 

 

8月の長崎での“願い”。原爆や平和抜きには語れません。 

1冊目は、自ら被爆しながら、医者として患者や負傷者の命を救うため 

に力を尽くし、平和を訴えるために本を書き続けた、永井隆博士の伝記で 

す。永井博士は平和授業でも取り上げられるほど、長崎の子ども達によく知られています。生誕百年を機に出版

されたこの本は小学校中学年くらいから読めます。親子で平和について考えてみませんか。 

2 冊目は、高校生平和大使の活動奮闘記です。毎年、核廃絶を訴える署名を国連まで届け、平和を訴えるスピ

ーチを行う等の活動をしています。今年は、その平和大使に、東日本大震災の被災地の高校生が選ばれたことは

新聞等でご存知の方もいるでしょう。この本では平和大使 12 代目の高校生たちが、被爆者の証言をＤＶＤにす

る過程が記されています。被爆者が後世に伝えたい思い、そして若い世代がそれを真摯に受け止める姿に胸打た

れます。 

どちらの本も現代社会に生きる私たちに、平和を守る尊さや人を愛することの大切さを教えてくれます。 

                         （司書 K)

   

①『願いごとのえほん 幸せを呼ぶ世界のおまじない』ローズアン ソング/文   

エリサ クレヴェン/絵  椎名 かおる/訳 あすなろ書房 ちしき絵本 チ 38ク

②『ザ・シークレット』ロンダ･バーン/著  山川 紘矢/訳  山川 亜希子/訳   

  佐野 美代子/訳  角川書店 K159バ 

③『しろいうさぎとくろいうさぎ』ガース ウイリアムズ/文・絵   

 まつおか きょうこ/訳  福音館書店  外国絵本 カＥウ 

   

④『永井隆  平和を祈り愛に生きた医師 』中井 俊已/著   童心社 Y289.1ナ 

⑤『今伝えたい被爆者の心  高校生一万人署名活動・DVD制作奮闘記』 

  高校生 1万人署名活動実行委員会/監修  高比良 由紀/文  西川 操/画   長崎新聞社 N319.8イ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<地域パスファインダーを設置しています> 

 調べものをするときに「調べ方が分からない」という方は少なくないでしょう。長崎市

立図書館では、そんな疑問の解決策として「パスファインダー」を作成しました。 

パスファインダーとは、あるテーマについて調べ方の手順をまとめたものです。今回は、

ちゃんぽんやカステラなど長崎に関するパスファインダーをご用意しました。 

1 階「今日返ってきた本」棚の横に設置しています。ご自由にお持ち帰り下さい。 

<グループ学習室を開放しています> 

8/31（水）まで、グループ学習室を自習室として解放していますので、ご利用下さい。 

利用の際は下記の点にご注意下さい。 

※期間中、図書館フロアから直接グループ学習室へは行けません。スタディールームと同様、多目的ホール横の

Bエレベータ、B階段からご利用下さい。 

※本来の利用目的に沿った予約が入っている場合、そちらの利用が優先されます。なお、予約の際は前日までに

お申し込み下さい。 

※図書館フロアは、館内資料を読んだり、調べものをするためにご利用いただくフロアです。皆さんに気持ちよ

く使っていただくため、スタディールーム以外での自習はご遠慮下さい。 

<図書貸出券には有効期限があります> 

・登録された日以降の誕生日から 3年 2ヶ月後に期限が切れます。 

・有効期限の 2ヶ月前よりカウンターにて更新のご案内をいたします。 

・更新手続きは誕生日から有効期限までの 2ヶ月間に行ってください。 

・旧貸出券にも有効期限があり、間もなくご利用頂けなくなります。新しい図書貸 

出券への切り替えを行ってください。 

・更新手続きには申込書の記入と、住所・生年月日が確認できるもの（免許証や保険証など）の提示をお願い致します。

（小学生以下の方は申請書の記入のみ） 

・有効期限が切れた貸出券は利用停止となり、貸出・予約ができなくなりますのでご注意下さい。 

<図書館ラジオ ７月の紹介本>

『スコーレ№4』 

宮下 奈都/著   

光文社 （F913.6 ミヤ） 

 人生には4つの小さな学校がある｡家族､恋愛､仕事､そしてどうして

も忘れられないもの､こだわってしまうもの､深く愛してしまうもの｡

そういうものこそが扉になる-｡日常の丹念な描写から見つめる､ひと

りの女性への道のり｡   

<予約ランキング BEST10> 

2011 年 7 月 15 日現在 

順位 書名 著者名 出版社 予約数
1 謎解きはディナーのあとで 東川 篤哉 小学館 418
2 麒麟の翼 東野 圭吾 講談社 379
3 真夏の方程式 東野 圭吾 文藝春秋 312

4 もし高校野球の女子マネージャーが
ドラッカーの『マネジメント』を読んだら 岩崎 夏海 ダイヤモンド社 233

5 花の鎖 湊 かなえ 文藝春秋 232
6 KAGEROU 齋藤 智裕 ポプラ社 205
7 県庁おもてなし課 有川 浩 角川書店 202
8 あの頃の誰か 東野 圭吾 光文社 170
9 心を整える｡ 長谷部 誠 幻冬舎 164
10 老いの才覚 曽野 綾子 ベストセラーズ 141

＊予約が集中している本は、数ヶ月 

お待たせすることがあります。 

あらかじめご了承下さい。 


