
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いよいよ「長崎がんばらんば国体 2014」の開催が迫ってきました。国体の歴史は、前身である 1924年の明治神

宮競技大会から始まり、第 1回国民体育大会が開催されたのは 1946年。今年の長崎大会で第 69回目を迎えます。  

 今大会の日程ですが、まず総合開会式に先立って 9月 7日(日)から 9月 14日(日)まで行われるのが、水泳競技

とカヌー競技。そして 10月 12日(日）に開会式があり、以後 10月 22日(水)までの 11日間にわたって県内各地で

熱戦が繰り広げられます。 

実施される競技には、会期前実施競技を含む 37の正式競技と 2つの公開競技、そして県民の誰もが気軽に参加

できるデモンストレーションとしてのスポーツ行事 19種目があります。選ばれた選手だけが参加できると思って

いた国体ですが、誰もが参加できるものがあるとは驚きです。「今度の国体は長崎であるとたい」程度に認識され

ている方もおられるかもしれませんが、誰もが参加できる行事があるとなると少し身近に感じられますね。早めの

スポーツの秋ということで、参加されてみてはいかがでしょうか。もちろん、競技だけが参加になるわけではあり

ません。開・閉会式への来場や応援、まちづくり運動・おもてなし運動などに参加するのもよいと思います。  

一方、「長崎がんばらんば大会 2014」はパラリンピックのような大会で、国体終了後に開催される全国的な障が

い者スポーツの祭典です。今年は第 14回大会となり、11月１日(土)から 3日(月・祝)の 3日間行われます。こち

らも国体同様に盛り上がることでしょう。 

『ながさきジーン！2014.SPRING号』では、国体が特集されており、それぞれの地域で応援できること、いろい

ろな方たちが様々な形で参加されていることがよくわかります。また市立図書館でも 9月から大会までの期間中、

関連資料を集めた展示を行っていますので、ぜひ足をお運びください。 

 

※毎週火曜日は休館日です。 

※開館時間 10:00～20:00 

長崎国体・大会承認 

第 263041 号 

 

『ながさきジーン！』

2014.SPRING 

長崎市 

Z/ナ/4-2 

かつて長崎を舞台に活躍した“過去の

長崎人”や、現在の長崎に暮らす“今

の長崎人”を紹介する情報誌。人、ま

ちを元気にする、長崎応援マガジン。 

『がんばらんば長崎流おもてなしレシピ集』 

長崎がんばらんば国体･長崎がんばらんば

大会実行委員会/編集 

長崎がんばらんば国体･長崎がんばらんば

大会実行委員会 

N/780.1/ガ 

スポーツ栄養学にもとづいた栄養面に配慮し、国体開催

時期に入手しやすい旬の食材を中心に使用しています。

また県内の郷土料理を取り入れるなど“長崎らしさ”を

盛り込んだレシピ集です。 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
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夏の行事報告②    夏のおたのしみ会 2014 

 

   

8月 11日（月）、多目的ホールにて毎年恒例の夏のおたのしみ会を開催いたしました。 

長崎大学の学生と長崎市立図書館の学生ボランティアによるおはなし会や、新聞紙をつかったじゃんけんゲー

ム、まねっこ遊びなどを実施しました。工作ブースでは折り紙やぬりえをしたり、冠を作ったりしました。この日

に向けておはなし会の練習をしてきた学生たちは、少し緊張した様子でしたが、子どもたちが熱心に聞いてくれて

嬉しかったようです。おはなし会だけでなく、ゲームや手遊びでも一緒に楽しい時間を過ごすことが出来ました。 

また、会場内には、V･ファーレン長崎とがんばらんば国体の応援ブースを設置しました。V･ファーレン長崎の

クラブマスコットであるヴィヴィくんと長崎がんばらんば国体・大会のキャラクターであるがんばくんも来場

し、会場を大いに盛り上げてくれました。ヴィヴィくんとがんばくんに会えて、子どもたちもとても嬉しそうでし

た。暑さも吹き飛ばす、楽しい時間を過ごしていただけたようです。たくさんのご参加、ありがとうございました。 

長崎市立図書館は原爆落下時に救護所となった新興善小学校の跡地に開館した図書館として、毎年夏休みに平

和イベントを行っています。今年も 8月 2日（土）に、「へいわってなんだろう？～みんなでかんがえてみよう～」

と題し、平和に関する講話やワークショップを開催いたしました。平和案内人・白鳥純子氏と、光源寺第 16代住

職・楠達也氏をお招きし、ご自身の被爆体験や、被爆語り部である故・吉田勝二氏との思い出をお話しいただき

ました。吉田勝二氏の講話の DVDも鑑賞し、参加された方々は熱心に聴き入っていました。 

また、平成 17年に桜馬場中学校の 3年生が吉田勝二氏の被爆体験をもとに作成した紙芝居「私たちが伝える被

爆体験」の原画を展示し、当日はこの紙芝居の朗読も行いました。 

講話の後は、戦争をなくしたいという思いを託して「戦争ホウキ」と模造紙大の大きな折鶴を作りました。イ

ベント前には館内に折り紙を用意し、みなさんにたくさんの折鶴を折っていただきました。集まった折鶴は、千

羽鶴にして松山町の平和公園へ献鶴し、みなさんから寄せられた平和への思いを届けました。これからも図書館

は、平和について考え続ける場でありたいと思います。 

 

 

夏の行事報告①    平和イベント 2014 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

  

写真が人生を変える 

 皆さんは、人生を変えるような写真を撮ったこと、または見たことがありますか？ 

人生を変えるような写真を撮ってくれるのは、『変身写真館』の中に登場する写真館「プルミエール」。自分に自

信がなかったり、夢を叶えるために頑張っているけどなかなかうまくいかなかったり…。そんな人達が偶然見つけ

た写真館「プルミエール」では、彼らを普段の自分とは全く違った姿に変身させ、写真を撮ってくれます。この些

細なことをきっかけに、何となく人生が良い方へと変わっていくのです。 

実際に「人生を変えるかもしれない写真」を紹介しているのは『写真で知る！びっくり世界一』です。世界一小

さな国、世界一大きな建物、世界一寒い国など、自然や建造物といった様々な世界一が写真で紹介されています。

写真を見るだけでも「すごい！」と驚き、感動もしました。写真を見て「自分の目で実物を見たい、そこへ行って

みたい」という感情が生まれ、その感情が人生を変えるきっかけとなるかもしれません。なんと、日本にも世界一

があります。それは、ぜひ、この本で確かめてみてください。児童書ですが大人でも十分に楽しめる内容ですので、

家族皆で楽しめる 1 冊になっています！ 

    （司書：山中 みなみ） 

『水族館の殺人』  
 青崎 有吾/著  
 東京創元社 
 Ｆ913.6アオ 

『水中の賢者たち』 
 中村 征夫/著 
 ホーム社 
 4階書庫 481.7ナ 

写真が決め手！ 

写真は、瞬間を焼き付けるものです。『水族館の殺人』のなかで、風ヶ丘高校新聞部の面々は、「風ヶ丘タイムズ」

の取材のため、地元の水族館に繰り出しました。館内を館長の案内で取材していたところ、彼らは巨大なサメが泳

ぐ水槽の前で衝撃の「殺人シーン」をはからずも目撃・激写してしまいます。彼らの撮った写真は、殺人犯をさぐ

るための「決め手」となりえるのでしょうか？ 

 さて、「写真」は、水族館を飛び出して、海の中へ移ります。次にご紹介するのは『水中の賢者たち』です。水中

でいろんな知恵を駆使して生活している海の生き物たち。そんな水中の賢者たちが、まさかのコラボレーション！！

なんと中国古典の賢者たちの名句名言を彩ります！水中写真家・中村征夫がおりなす名言写真集。名句に合わせた

筆者のユニークな写真たちをぜひご堪能下さい。 

 （司書：小川 さやか） 

 

毎月 2名の図書館員がおすすめの本を紹介します。 

 

ブック・バトン 
 

写真 
 

『変身写真館』  
 真野 朋子/著 
 幻冬舎 
 Ｂ913.6マノ 

『写真で知る！ 
     びっくり世界一』 
 パイインターナショナル 
 児童 290シ 



 

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 虚ろな十字架 東野 圭吾 光文社 379 6 女のいない男たち 村上 春樹 文藝春秋 155

2 村上海賊の娘（上巻） 和田 竜 新潮社 328 7 疾風ロンド 東野 圭吾 実業之日本社 154

3 祈りの幕が下りる時 東野 圭吾 講談社 257 8 満願 米澤 穂信 新潮社 131

4 ペテロの葬列 宮部 みゆき 集英社 256 8 ケモノの城 誉田 哲也 双葉社 131

5 豆の上で眠る 湊 かなえ 新潮社 214 10 ホテルローヤル 桜木 紫乃 集英社 121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お母さんが友達の結婚式によばれ長崎に行った

ので､ありこはお父さんと二人でお留守番｡あり

こはお父さんに長崎にいる｢でんでら竜｣の卵の

絵を描いてあげました｡すると夜中に卵の中から

でんでら竜の赤ちゃんが生まれ…｡ 

『だいちゃんとうみ』 

太田 大八/さく え  

福音館書店 Eオ 

・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。期限が切れた貸出券も、更新手続きを

すれば引き続きご利用いただけます。 

・有効期限の 6 ヶ月前から、貸出時に発行するレシートに有効期限を記載いたします。 

また、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。 

・更新手続きには申請書の記入と、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。 

図書貸出券には有効期限があります 

『でんでら竜がでてきたよ』 

おの りえん/作 伊藤 英一/絵  

理論社 913/オ 

毎月１回（月曜日午後 6時 20分～午後 7時） ＮＨＫ総合「イブニング長崎」で放映中！ 

予約ランキング ※ 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。 

 

今年の 4 月から市立図書館のスタッフが月に 1 回出演している「イブニング長崎」（ＮＨＫ）。ラジオでは、

毎月第 2 金曜日に長崎シティＦＭの「ウィーパラライブラリー」の中でおすすめ本を紹介していますが、今回

テレビでも皆さんにおすすめの本を紹介することになりました！スタートから半年遅れのご案内となりまし

たが、毎月季節に合わせた本や時事的なおすすめの本を、スタッフが選んで皆さんにお伝えしています。短い

コーナーで聞き逃した方、または見られなかった方にもこちらでご紹介します。としょかんだよりでの紹介は、

不定期となりますのでご了承ください。 

幼少の頃長崎で暮らしていた作者の実体験

をもとに描かれた絵本。大村湾を舞台に日

の出前から日没までの海や山の色あいが変

化していく光の美しさが楽しめます。 

8/11(月 )放送分

分 


