
 

 

 

 

人々はどのように文字を記し、保存

してきたのか。古代図書館から電子

図書館までさまざまな図書館の役

割を、イラストを豊富に交えながら

わかりやすく紹介する。 

『美の起源、古代ギリシャ･ローマ』 

ペン編集部/編 

阪急コミュニケーションズ 

2 階一般 702 ピ 

アテナイの威光を語る｢パルテノ

ン神殿｣、世界に愛され続ける｢ミ

ロのヴィーナス｣、多くの芸術家が

挑んだ神話の世界…。ギリシャと

ローマ、2 つの古代文明から西洋の

｢美の起源｣に迫る。 

『古代ギリシャのいいこと図鑑』 

結城 昌子/著 

小学館 

チ 70 ユ 

なぜ古代ギリシャの芸術は美し

く、魅力的なのか｡ミロのヴィー

ナスや円盤投げの立体像、神々の

物語や当時の生活を描いた壷の

絵などの作品を紹介しながら、子

どもにもわかりやすく解説する。 

秋も深まり、旅に出るには気持ちの良い季節となりました。国内で温泉旅行もよし、たまには異文化の刺激を求

めて海外に行ってみるのも良いですね。今年はオリンピックイヤーで、発祥の地ギリシャのオリンピアに想いを寄

せた方、西洋文明の祖ともいわれる古代ギリシャの歴史に興味を持たれた方もいらっしゃることでしょう。 

古代ギリシャの歴史の中には、図書館も登場します。古代図書館として最も有名なアレクサンドリア図書館は、

古代マケドニア王国(現在のギリシャ)のアレクサンダー大王の後継者たちが、生涯、知的好奇心を持ち続けた大王

に敬意を表して、エジプトの大都市アレクサンドリアにつくりました。アレクサンドリア図書館を利用した学者や

研究者たちは様々な分野で功績を上げて、今日の言語学、医学などに影響を与えたといわれています。 

現在、長崎市立図書館の 2階フロアでは、長崎県美術館で開催中の国内史上最大級のギリシャ展「古代ギリシャ

―時空を超えた旅―」の関連本を展示しています。数千年におよぶ歴史のエネルギーにふれることができる古代ギ

リシャへの旅を長崎市立図書館や長崎県美術館でお楽しみください。 

『日本オリンピック委員会公式写真集 2016』 

2016 年リオデジャネイロオリン

ピックの JOC公式写真集。日本代

表選手団の活躍や各競技のハイ

ライトシーン等の迫力ある写真

を多数掲載。日本代表選手団メダ

リスト、選手団名鑑、全競技の結

果も収録。 

日本オリンピック委員会/監修 

アフロ 

1階大型 H780.6ニ 

『本と図書館の歴史  

ラクダの移動図書館から電子書籍まで』 

モーリーン サワ/文 

ビル スレイヴィン/絵 

宮木 陽子/訳 

小谷 正子/訳 

西村書店 

児童 010 サ 



  

  

みなさんは「バリアフリー映画」をご存知ですか？バリアフリー映画とは、視覚や

聴覚に障がいがある方も一緒に鑑賞できるように作られた映画のことです。上映中は、

主音声だけでは分かりづらい動作や情景などを声で伝える音声ガイドが流れ、日本語

字幕が表示されます。最近では、映画の公開に合わせてバリアフリー版の映画を上映

する映画館も増えているようです。 

長崎市立図書館でも 2012年から年に一回、バリアフリー上映会を開催しています。

視覚や聴覚に障がいがある方に映画を楽しんでもらうのはもちろんのこと、広く市民

の方に障がいについて考えるきっかけを作りたいという思いから始めました。バリア

フリー映画と聞くと障がい者のための映画と捉えがちですが、日本語字幕があること

で聞き取りにくい台詞を確認できたり、音声ガイドにより映像だけでは気づきにくい

情報を得たりと、誰でも楽しむことができます。 

今年度は 10 月 29 日に五島列島が舞台の「くちびるに歌を」を上映し、多くの方に

ご来場いただきました。会場には布絵本や点字本、大活字本、音声読み上げ機などの

図書館で利用できるバリアフリー化された資料や機器も展示しました。 

上映会を通して、障がいについて考えたり、理解し合えたりするきっかけになれば

と願っています。 

 

バリアフリー上映会 

『くちびるに歌を』 

中学合唱部顧問の松山先生は産休に入るため､元神

童の美しすぎる臨時教員･柏木に期限付きで指導を

依頼｡すると､柏木目当て男子が多数入部する｡ほど

なくして､練習に打ち込まない男子部員と女子部員

の対立が激化して…｡  

中田 永一/著  

小学館 

Y913.6ナカ 

長崎市立図書館×長崎みなとメディカルセンター 市民病院 

図書館でがんを学ぼう！話そう！ 

日頃、「がん」や「健康」のことで疑問に思っていることはありませんか？ 

参加者の質問に医療従事者が直接お答えする、対話形式の講座を開催します！ 

市民病院おでかけ隊チームによる健康相談会もあります。 

講師：峯 孝志 先生 

日時：12月 10日(土) 13:00～16:00 ※途中休憩あり 

長崎みなとメディカルセンター 市民病院 

臨床腫瘍科 主任診療部長 

がん診療統括センター センター長 



 

 

   

水の世界に住んでみたいと思ったことはありませんか？ 

『顔がわかるさかな図鑑』を見ると、地上の住人である私達の顔が 1 人 1 人違うように、水の世界に住む

魚達も 1 匹 1 匹違う顔をしていることに気付かされます。目がくりっとしているもの、しかめっ面をしてい

るもの、どれも似た様な顔をしているようで、実はまったく違う顔。本で見る魚の写真は横顔が多い中、こ

の図鑑は魚の顔を正面から見ることができ、生態やちょっとした豆知識など、たくさんのことを知ることが

できます。 

水の世界のきれいどころクラゲも、似ているようで様々な種類がいます。それぞれのクラゲの特徴はもち

ろん、漂う姿をとてもきれいに収めている『ほんわかクラゲの楽しみ方』は、眺めて癒されるまるごと 1 冊

クラゲの本。一緒におでかけできる方法なども紹介されています。 

秋の夜長、写真集感覚でゆっくりと水の世界に浸ってみてはいかがでしょうか。      

(司書 溝上 真希子) 

平山 ヒロフミ/著 

アクアパーク品川/監修 

誠文堂新光社 

児童 483 ヒ 

『ほんわかクラゲの楽しみ方 

     ゆらゆら、ふらふわ。眺めて、癒される。』 

次回のテーマは です。 

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」のコーナーで放送中！ 

 毎月第 2 金曜日午後 2 時、長崎シティ FM (81.3 MHz)  

「ウィーパラライブラリー」で放送中！ 

今回のテーマ 

『幕末まらそん侍』  

土橋 章宏/[著]  

角川春樹事務所 

F913.6ドバ  

 

安政 2 年、安中藩主･板倉勝明は、藩士の心身鍛錬を目

的として 7里余りの中山道を走らせた。ライバルとの対

決に燃える男、どさくさ紛れに脱藩を企てる男、藩を揺

るがす隠密男…。涙と笑いの痛快スポーツ時代小説。 

『ことばおてだまジャグリング』  

山田 航/著  

文藝春秋 

2 階一般 807.9ヤ 

早口言葉、しりとり、アナグラム…身近な言葉遊びから

難易度の高い短歌の技巧まで、“短歌界の超新星”が繰

り出した、日本語の｢音｣を使った遊びを紹介する。 

『顔がわかるさかな図鑑』 

知来 要/著 

宝島社 

児童 487 チ 



 

 

 
 

3日 

 

 

木・祝 

あかちゃんおはなし会 

第 9 回 長崎学講座 越中哲也氏講演会 

「長崎の絵画 ―近代絵画の源流を語る―」 

  大きい子向けおはなし会 

定期上映会「バロン」(昼) 

10日 木 小さい子向けおはなし会 

12日 土 長崎市立図書館 裏側ツアー 

13日 日 本・雑誌のリサイクル市 

17日 木 小さい子向けおはなし会 

18日 金 定期上映会「ぼくのともだちドゥーマ」(夜) 

  大きい子向けおはなし会 

図書館で「和の芸」を楽しむ～落語と和太鼓のひととき～ 

24日 木 定期上映会「バロン」(夜) 

28日 月 定期上映会「ぼくのともだちドゥーマ」(昼) 

12月 1日 木 あかちゃんおはなし会 

4日 日 大きい子向けおはなし会 

※イベントの詳細は、館内のポスター・ちらし、またはホームページで確認できます。 

6日 日 

20日 日 

マナーアップキャンペーン 2016 (11月 2 日～11月 14日) 

 長崎市立図書館では、すべての方が図書館を気持ちよくご利用いただけるように、 

図書館利用についてのマナー向上キャンペーンを行います。 

①本の修理をしてみよう！ 

時間：14:00～14:30 

場所：1 階クロスロード 

②本のお医者さん診察中 

時間：14:30～15:30 

場所：1 階カウンター前 

V・ファーレン長崎 

マスコットキャラクター 

ヴィヴィくん 

もやってくる！ 

11 月 5 日(土)はイベント実施！ 

1 階特集   子どもたちの未来 

1 階ミニ   長編に挑戦 

児童特集   ふゆのおはなし 

児童ミニ   集まれ！探偵 

ＹＡ特集   歴史をふりかえる 

ＹＡ投稿   2016 年の大成功 大失敗 

 

2 階特集   長崎の「芸」に親しむ 

長崎県美術館連動展示 

特別展「古代ギリシャ－時空を超えた旅－」 

 


