
※毎週火曜日は休館日です。 

※開館時間 朝 10:00～夜 8:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

29 30 27 28 29 30 31

ビートルズの人と音楽をパ

ーフェクトに跡づけるバイオ

グラフィー､ディスコグラフィ

ー､映画､書籍､語録､交遊録な

どをまとめた資料｡1500余点の

写真を収録し､アフター・ビー

トルズの活動もフォロー｡   

 今から 50 年前の 1962 年、イギリスで 1 つのバンドがデビューしました。長髪で、細身のス

ーツに身を包んだ 4 人組といえばおわかりでしょう。そう、ビートルズです。 

 イギリスで成功を手にした彼らは、海を越えてアメリカにも進出。驚異的な勢いで、世界中

を虜にしていきます。解散する 1970 年までのわずか 8 年間で 200 以上の楽曲を作り、後世に

残る数々の記録的なヒットを生み出しました。それぞれが類
たぐい

稀
ま

れな個性・才能に溢れる 4 人が

作る曲には、それまでの常識を覆すような多様な音楽性の中に、優しさ、力強さ、哀しさなど、

あらゆる感情やメッセージ性が詰まっており、刺激を与えたり、共感を呼んだりするには十分

な力を持っていたのでしょう。 

 音楽史において、彼らがいた 1960 年代はもちろん、その後現在に至るまで絶えず影響を与え

続けているビートルズ。しかし影響を与えたのは音楽だけにとどまりません。このバンドは若

者を中心に熱狂的なファンを生み出し、髪型や服装を始めとして、彼らの言動の全てがファッ

ションや文化全体にムーヴメントを巻き起こしたのです。音楽の域を超えて社会現象にもなる

ほどの強烈な存在感を持っていたという点にこそ、彼らの偉大さがあるのかもしれません。 

 図書館には、ビートルズに関する本やＣＤが数多くあります。リアルタイムで聴かれていた

方々は当時を思い出しながら、またビートルズを聴いたことのない方はこれを機に、世界中で

今もなお色褪せることなく愛されている彼らの曲に浸ってみてはいかがしょうか。 

音楽界のみならず､社会の慣

習や道徳観念にまで影響を及

ぼしたビートルズ｡A.ウォーホ

ル､エリザベス女王､S.タイラ

ーなど､あらゆる分野の著名人

からの証言をもとに彼らの歴

史を振り返る｡   

誰がブライアン･エプスタイ

ンにビートルズを教えたか｡映

画｢レット･イット･ビー｣にや

らせはあったか｡デビューの謎

から解散の真相まで､ビートル

ズをめぐるさまざまな謎の真

相に迫る!   

『ビートルズ 
の謎』   

中山 康樹／著  

講談社   

H764.7 ナ 

『ビートルズ 
世界証言集』 

 マイクエバンス／編著    
 斉藤 早苗／監修  

 恩藏 茂／訳  

 中山 啓子／訳   

 ポプラ社 

 H764.7 エ 

  

『ビートルズ事典 』 

 香月 利一／編著   

 Dictionary of the BEATLES 改訂･増補 

 新版 藤本 国彦／監修改訂増補  

 初版:立風書房 

 ヤマハミュージックメディア 

 H764.7 カ(1 階大型) 



  

 長崎市内で活動されている団体やサークルに、活動成果や作品

を発表する場を提供したいという目的で実施している「図書館 

de ギャラリー」。今回は、2 月 24 日（金）～2 月 27 日（月）の

4 日間、池坊長崎中央支部による「池坊 550 年記念花展」を開催

しました。 

 100 点以上の作品が並べられた会場には、連日多くの方が訪れ、

多彩ないけばなを熱心に観賞されていました。中でも、親子連れ

や男性の方の姿が特に印象的で、たくさんの方にいけばなの魅力

が伝わったのではないかと思います。 

 池坊長崎中央支部の皆さんは、長崎市立図書館が開館した2008

年 1 月より、ボランティア活動の一環として 1 階フロア入口に素

敵なお花を活けて下さっています。今回の展示では、ひなまつり

の時期ということもあり、雛人形を模した可愛らしいお花が活け

られました。これからも、図書館入口の素敵なお花にご注目下さ

い。たくさんのご来場ありがとうございました。 

 

 3 月 17 日（土）長崎市立図書館の「がん情報サービス」の一

環として「がん情報」に関する講演会を開催しました。今回は図

書館にとって 2 回目となる「がん」に関する講演会となりました。

 現代社会では、がんを生き抜く上で「情報」は 大の武器と言

われています。情報の入手方法は色々ありますが、いざ調べたい

と思っても、入手方法に悩んだり、その情報の信憑性などについ

て、悩んでしまうことも多いと思います。 

今回は、そのような皆さんの「もしものとき」に備え、長崎市

内の相談支援センターよりソーシャルワーカーの方々を講師に

お招きし、がん情報についてお話をして頂きました。 

 図書館でのがん情報収集についてご紹介したあと、セカンドオ

ピニオンや医療費、障害年金、在宅医療など、言葉自体は普段よ

く耳にする事柄について分かりやすく解説して頂きました。参加

者の皆さんが熱心にメモをとっている姿が印象的で「もし自分や

家族ががんになったとき、相談できる機関があることを知れて本

当によかったです」との声も頂きました。 

 図書館では、引き続き「がん」に関する講演会を開催する予定

です。ご関心のある方はどうぞお気軽にお問合わせ下さい。たく

さんのご参加ありがとうございました。 

 

 

 



 

 

子どもは小さな体いっぱいに広い世界の様々なこと

を感じ取り、一瞬を、一日を、大きな感動をもって過ご

しています。そして想像もしないようなことをしでかし

ます。大人になると忘れてしまう日々の一大事を、作家

Ａ・リンドグレーンは忘れませんでした。『長くつ下の

ピッピ』で有名な彼女の作品の中で、私は親になってか

ら『おもしろ荘の子どもたち』と、その続編『川のほと

りのおもしろ荘』に出会いました。「おもしろ荘」に住

む少女マディケンは、豚がまばたきするくらいの素早さ

で色んなことを思いつき、実行し、愉しみ、喜び、とき

には失敗します。 

この作品は、子どもにとっての真実、そして全世界を、

子どもの位置からユーモアたっぷりに、見事に描いてい

ます。子どもには、心を自由に、死ぬほど遊んで、生き

生きと育ってほしい。自らの五感を使って遊び、学ぶこ

とで、生きる力も身につくのではないでしょうか。マデ

ィケンに出会うと、子どもの小さな悪戯にいちいち怒る

必要なんてないな、とも思わせてくれますよ。 

             （司書：黒岩 綾香） 

今１歳４ヶ月の男の子を子育て真 中の私ですが、子育

ては日々予想しない出来事の連続だと実感します。病気は

しょっちゅう、怒ることもしばしば。その時々、ふと湧き

出る疑問に優しく答えてくれる本があります。それは『育

育児典』。暮らし編と病気編の２冊からなっており、子ど

ものあれこれについて事典形式で書かれています。とはい

え全体を通して伝わるメッセージは「子どもには個性があ

り、絶対ということはないよ。」というもので、読んでい

て気持ちを楽にしてくれるエッセイのようでもあります。

また、日々生活していく中で人間的に成長したいと思う

場面もたくさんあります。『「論語」にまなぶ人間の品位』、

『「老子」にまなぶ人間の自信』（10 代からよむ中国古典

シリーズ）には、だれもが一度は耳にする偉大なる先人の

言葉が分かりやすい解説付きで書かれています。「人間の

本質とは」を私たちに優しく諭してくれます。 

(司書：山田 幸子)

『育育児典  暮らし』 

『育育児典  病気』 

 毛利 子来／著  

 山田 真／著   

 岩波書店  K599 モ 

『「論語」にまなぶ人間の品位』  井出 元／監修   

ポプラ社  児童 123 ロ 

『「老子」にまなぶ人間の自信』  井出 元／監修  

ポプラ社  児童 124 ロ 

 
 

 

『おもしろ荘の子どもたち』 

アストリッド リンドグレーン／作 石井 登志子／訳  

岩波書店 児童 949 リ 

『川のほとりのおもしろ荘』 

アストリッド リンドグレーン／作 石井 登志子／訳 

岩波書店 児童 949 リ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
順位 タイトル 著者名 出版社 予約数 順位 タイトル 著者名 出版社 予約数

1 マスカレード・ホテル 東野 圭吾 集英社 337 6 謎解きはディナーのあとで2 東川 篤哉 小学館 174

2 人生がときめく片づけの魔法 近藤 麻理恵 サンマーク出版 223 7 共喰い 田中 慎弥 集英社 164

3 謎解きはディナーのあとで 東川 篤哉 小学館 215 8 ジェノサイド 高野 和明 角川書店 162

4 麒麟の翼 東野 圭吾 講談社 207 9 舟を編む 三浦 しをん 光文社 151

5 真夏の方程式 東野 圭吾 文藝春秋 196 10 蜩ノ記 葉室 麟 祥伝社 149  

※ 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。予めご了承下さい。 
（2012 年 3 月 15 日現在）

・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。 

・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

いたします。（小学生以下の方は申請書の記入のみ） 

・旧貸出券も新しい図書貸出券への切り替えを行ってください。 

・有効期限が切れた図書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。 

寄贈紹介「第一生命児童文庫」 

第一生命労働組合長崎支部様が、青少年健全育成活動の一環として、読書を通

して豊かで明るい人づくり社会づくりに貢献したい、という趣旨で、昭和 63 年、

年末募金を活用して 179 冊（20 万円相当）の児童図書により、第一生命児童文

庫を設置されました。その後も毎年寄贈を続けられ、今年度も 184 冊（20 万円

相当）のご寄贈をいただきました。これまでにいただいた図書は 3,560 冊にな

ります。ありがとうございました。 

『この世でいちばん 
              すばらしい馬』 
 チェン ジャンホン／作 絵  

 平岡 敦／訳   

 徳間書店  E チ 

『ルリユールおじさん』 

 いせ ひでこ／作    

 理論社  E イ 

実在する中国の絵から着想を得た迫力の絵本

です。主人公ハンガンが描いた絵から馬が抜け

出し、戦場を駆け抜けます。戦の真実を目にし

た馬の心にしみる物語です。 

パリの少女ソフィーが大切にしていた植物図鑑がこわれ

てしまい、本をなおしてくれるときいてルリユール（製本職

人）を訪ねます。 

本への愛情と職人の誇りを描いた物語。「本は時代を超え

て、そのいのちが何度もよみがえる」ことに気付かされます。


