
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

29 30 31 26 27 28 29 30 31

7月　 8月

 

※毎週火曜日は休館日です。 

※開館時間 朝 10:00～夜 8:00 

今月 27 日から 8月 12 日まで、第 30回夏季オリンピックがイギリスの首都ロンドンで開催されます。各国か

ら選び抜かれた代表選手たちの闘いや記録への挑戦を楽しみにしている方も多いことでしょう。 

 夏季オリンピックの開催地としてロンドンが選ばれるのは、1908 年・1948 年に続き 3 回目、前回から 64 年

ぶりになります。同じ都市で 3度も開催されるのは初めてのことであり、また第 30回目という節目を飾る記念

すべき大会ともなります。 

 当初、2012 年のオリンピック開催地としては、ＩＯＣ（国際オリンピック委員会）の 1次評価結果から、パ

リが 有力候補だろうとの声が多くありました。しかし、2005 年 7月 5日に行われた開催地決定投票では、予

想をくつがえして見事ロンドンが開催権利を獲得するという結果となりました。イギリスが歓喜に包まれたの

は言うまでもありません。 

ところが、世界的な不況に加えヨーロッパの経済危機など様々な要因が重なり、スタジアムやオリンピック

関連施設の建設に予想を上回る費用がかかってしまう事態になります。加えてテロや暴動なども起こり、一時

は開催が危ぶまれさえしました。そうした不安を乗り越えて無事に開催される今大会は、再びイギリス全土を

祝祭気分で大いに盛り上げることでしょう。6 月に行われたダイヤモンド・ビジュリー（女王エリザベス 2 世

即位 60 周年記念式典）に続き、世界中が注目する大きなイベントになりそうです。 

 今回の大会からは、新たに女子ボクシングが競技に追加されるほか、オリンピック史上初の 3Ｄ放送も行わ

れるようです。待ちに待った開会式は、日本時間で 27日午前 3時半からの予定です。 

 半分ずつつなぎあわされた

メダルに秘められた友情､熱

投がよんだ 初で 後の金メ

ダル・・・｡オリンピックの勝

利の裏に隠されたアスリート

の努力に迫ります｡ 

 オリンピックについて､

様々な角度から調べ､考えて

みませんか。オリンピックの 3

つの大問題やシンボルについ

て､知っているようで知らな

いオリンピックの知識を取り

上げます｡ 

 第二次世界大戦後から 60 年

にわたって王位を守り続けてき

た､現代史を体現する女王は何

をし､何を見つめてきたのだろ

う。ロイヤル･ファミリーから見

たイギリス現代史｡ 

 



 

 長崎市立図書館では「がん」に関する連続講座

を開催しています。予防法・情報の探し方・食事

に続いて、4 回目となる今回は「“もしものため

に！”知っておきたい 『がん』と『お金』の話」

と題し、経済的な側面から「がん」に視点を当て、

専門家であるアフラック長崎支社の渡辺恭志氏

にお話しいただきました。 

 中には 1 回目から熱心に参加してくださって

いる方もおられる一方で、初めて講座に参加した

方からは「これまでの回の話も聞いておけばよか

った」と残念がる声も聞かれました。  

 講座を聞き逃したとしても、資料は図書館に豊

富にあります。気になること・知りたいことがあ

りましたら、お手伝いをいたしますのでどうぞお

気軽に調べにお越しください。 

6 月 2 日・3 日の 2 日間にわたり、平成 24 年

度第 1 回目のリサイクル市を開催いたしまし

た。今回も朝早くから整理券入手のために長蛇

の列ができており、みなさんの期待が図書館入

口に溢れていました。 

リサイクル市では、様々な理由で図書館の書

棚に並ばなかった本や、除籍された本を、みな

さんにお譲りしています。1 冊でも多くの本が、

１人でも多くの方の手に渡る機会になればと思

っています。リサイクル市を通して、思わぬ良

質の作品や、ひと時でも楽しめる一冊にみなさ

んが巡り会えたとしたら、図書館としてもうれ

しい限りです。 

このような本との出会いの場をこれからも 

作っていきたいと思います。 



 

               「ひとり」 

 ふらっと旅に出たいと思うことはありませんか。『恋するように旅をして』は、そんな気分になっ

たときに、本当に一人で旅に出てしまう、作家・角田光代さんの旅行記です。方向音痴で地図が読

めず、必ず道に迷ってしまうという角田さん。それでも好奇心の赴くままに、現地の人や同じ境遇

の旅行者と触れ合いながら、見知らぬ土地を旅していきます。一人旅の醍醐味を味わうことができ

る一冊です。 

 しかし、「一人旅なんて無理」という人も多いですよね。次にご紹介するのは、そんな人たちの強

い味方「ツアーコンダクター」の添乗記をまとめた『地球まるごと私の仕事場！』です。華やかな

イメージのあるツアーコンダクターですが、天災の影響で飛行機が飛ばなくなったり、夜中に急病

人が出たりと、旅行中には様々なアクシデントが起こります。そんなときに、たった一人で全ての

問題を処理しなければならないという厳しい仕事でもあるのです。「かっこいい」だけではない、知

られざるツアーコンダクターの世界をふらっと覗いてみませんか。     （司書：坂西 朋子）

           「旅の楽しみ～いま・むかし～」 

 さあ、本格的な夏が始まりますね！この夏、旅行を計画している方も多いのでは？ 

 現代人にとって、旅の楽しみの一つは滞在するホテル・旅館ではないでしょうか。そこで、まず

ご紹介する本は、有名ホテルでコンシェルジュを歴任されてきた前田佳子さんの著書『伝説コンシ

ェルジュが明かすプレミアムなおもてなし』。数々のエピソードとともに語られる「プレミアムなお

もてなしに必要なマインド」は、ビジネスシーンや日常生活においても参考になります。こんなコ

ンシェルジュがいるホテルに是非泊まってみたいものです。 

 今度は少し時代を遡って･･･江戸時代の庶民は、一体どんな旅をしていたのでしょう。 

 『江戸の旅は道中を知るとこんなに面白い！』では江戸時代、 もポピュラーだった旅である「お

伊勢参り」をはじめ、京都や大坂を巡る旅、ピンキリの宿事情、旅費など当時の旅を知る情報が満

載です。東京スカイツリーの見学に行こうとされている方は、本書片手に「江戸の四日めぐり」を

してみるのも乙ですね。 

それでは皆様、Bon voyage！                     （司書：矢口 育美）

『恋するように旅をして』  

角田 光代／著  

講談社 

B915.6 カク 

『地球まるごと私の仕事場!   
カリスマ&ベテランツアコン 20 人の感動添乗記』   

芦原 伸／監修   

日本添乗サービス協会／協力   

枻出版社 

J689.6 チ 

『伝説コンシェルジュが明かす
プレミアムなおもてなし 

   お客様の望みをすべてかなえる方法』 
前田 佳子／著   

ダイヤモンド社   
J689.8 マ 

『図解 地図と名所図会でたどる 
江戸の旅は道中を知ると 

こんなに面白い!』 
菅野 俊輔／編著 

青春出版社 

384.3 カ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎南ロータリークラブ創立 25 周年記念事業として、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のもと、平成元年に 523 冊（180 万円

相当）の図書で文庫を創設されました。 

その後も毎年寄贈していただき、今年も 85 冊（10 万円相当）の図書をご寄

贈いただきました。これまでにいただいた図書は 3,269 冊になります。ありが

とうございました。 

順位 タイトル 著者名 出版社 予約数

2 舟を編む 三浦 しをん 光文社 419

3 マスカレード･ホテル 東野 圭吾 集英社 220

4 かすてぃら さだ まさし 小学館 170

5 サファイア 湊 かなえ 角川春樹事務所 168

6 ｢空腹｣が人を健康にする 南雲 吉則 サンマーク出版 163

7 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 154

8 三匹のおっさん  ふたたび 有川 浩 文藝春秋 148

9 共喰い 田中 慎弥 集英社 136

10 ジェノサイド 高野 和明 角川書店 135

※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。 

・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ヶ月前からカウンターで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）の提示をお願いいた

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。 

 多様化する人間社会の中、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チャリティーコ

ンサートを開催し、その収益金で平成 15 年に文庫を創設されました。 

 今回は、クラブ結成 10 周年を記念し 98 冊（10 万円相当）の図書をご寄贈

いただきました。これまでにいただいた図書は 516 冊になります。ありがとう

ございました。 

寄贈紹介「長崎南ロータリークラブ文庫」 

寄贈紹介「長崎天領ライオンズクラブ児童文庫」 

予約ランキング ベスト 10！            （2012 年 6 月 16 日現在） 

貸出券には有効期限があります 


