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　九州最大級の収蔵能力を持つ県市一体型図書館「ミライｏｎ図書館」も、開館から半年が経ちました。
開館初日はオープン前から３千人以上が長蛇の列を作り、半日で１万冊以上の貸出しがありました。来館
者数は12月末時点で延べ15万人を超え、多くの皆様に利用していただいています。
　今後も皆さまから、長く親しまれる図書館を目指して尽力していきます。

　自動貸出機を使うと、まとめて貸出しができます。カウンターを通さずに、ご自分で簡単に操作ができ
て便利です。図書館内に８台設置していますので、ぜひご利用ください。

　マイ図書館は、Web上で現在の登録状況、貸出・予約状況などの確認ができる自分専用のページです。
「貸出中」の資料などについても予約をすることができるようになります。

※「在庫」の資料については、予約をすることができません。
　（本の所蔵館と受取場所が異なる場合を除く。）
※マイ図書館にログインするためには、パスワードの登録が
必要です。パスワードの登録方法については、図書館内に
掲示しています。また、ミライｏｎ図書館ホームページに
も掲載しているのでご確認の上、パスワードを登録してく
ださい。

　予約本コーナーでは、カウンターに来なくても予約した本の受け取りをすることができます。
　予約の本の連絡がありましたら、予約本コーナーへお越しください。

❶予約照会機に利用カードをかざし、どの棚にあるか確認する。
※予約照会票に棚の番号と書名が書いてあります。その票を見
ながら本をお取りください。
❷棚から本を取ったら、予約照会機の隣にある自動貸出機で貸
出しをする。

※他館から取寄せた本やサイズが大きい本についてはカウンター
に置いている場合があります。

開館から半年

自動貸出機使ってみんね！

ここに本を
まとめて置いて
セルフ貸出♪

～３ステップでできる　自動貸出機の使い方～

予約本コーナーについて

マイ図書館について

１．
２．
３．

借りたい本を置く
利用カードのバーコード面をかざす
読込冊数と書名を確認し、合っていれば「貸出」を押す
出てきたレシート（貸出票）を取れば、これで貸出完了です

よみとりにくい
ときは、５冊ず
つくらいに分け
るといいよ♪

予約本コーナーの使い方

予約本コーナーは、
３階カウンター横にあります。

ここから「マイ図書館」に
ログインすることができます
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　偶数月第３土曜日の朝10時からミライｏｎ図書館１階で「まちの保
健室」を開催しています。長崎県看護協会から派遣された看護師や保健
師が血圧や脈拍の測定、健康相談など日常の健康チェックを行います。
　お配りする「健康記録手帳」に毎回測定した値を記録していくことで
健康管理にも役立ちます。生活習慣を見直す機会としても是非ご利用く
ださい。次回は４月18日（土）開催、もちろん無料です。

　「長崎県農林技術開発センター」との共催企画で、みかんをテーマとした
イベントを行いました。みかんを実際に試食し、どのくらい甘いのかを予想
する「糖度測定体験」や、専門家に詳しくお話を聞くことができる「果樹栽
培相談コーナー」、「ミニ講演会」、県内のみかんを使用した加工品の展示、
ミライｏｎ図書館職員による子ども向けおはなし会、折り紙教室等、内容が
盛りだくさんの一日となりました。「あつまれ！みかんの品種」では試験場
で栽培された27の品種を展示しました。普段市場で目にすることのない種類
のみかんもあり、たくさんの方が足を止めて見物されていました。日本一と
いわれる県産みかんの魅力を感じていただけたのではないでしょうか。たく
さんのご参加ありがとうございました。

　毎月１回、音読教室を開催しています。音読する内容は名作文学や
古典、昔話、詩、童謡などです。
　声の大きさや技術などを気にせず、一緒に音読します。テキストは
図書館が準備します。漢字などの読みにくい部分は振り仮名を振って
おり、職員が先に範読するので、読み方が分からなくても安心して音
読することができます。どなたでも気軽に参加できるイベントで、参
加した方からは気持ちよく音読できて楽しかったと好評です。参加す
るには事前に電話や用紙での申し込みが必要です（定員10名）。

まちの保健室

あたまイキイキ音読教室

みかんのヒミツを解き明かそう

日時：令和２年１月11日（土）
場所：ミライｏｎ図書館多目的ホールほか
共催：長崎県農林技術開発センター

講 座・イ ベ ン ト の 紹 介

糖度測定体験 あつまれ！みかんの品種

果樹栽培相談コーナー

みかんのおはなし会
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がん情報ギフト ビジネス情報

法テラス 外国人向け情報

病気や薬、予防など幅広い医
療・健康情報を提供しており、
その一つとしてがん情報のコー
ナーがあります。
「がん情報ギフト」（国立がん
研究センターから寄贈いただい
たがんに関する資料）をはじめ、
長崎県医療政策課が発行するパ
ンフレットや県内にある「がん

診療連携拠点病院」のリーフレットなどを設置して、
がんに関する情報を利用者の皆様に提供しています。

若年、中高年、女性、高
齢者などの様々な求職者の
ニーズに応じた就業支援を
行っている長崎県総合就業
支援センターと連携し、就
業情報を提供しています。
また、長崎県よろず支援
拠点や、大村市産業支援セ
ンター等、経営の相談窓口
も紹介しています。

法律関係書籍の書棚に、
「法律情報」コーナーとし
て法テラスが発行している
月刊広報誌「ほうてらす」
をはじめ、各種リーフレッ
トを設置しています。
１月には、法テラス長崎
との共催イベント「笑って
学ぼう　成年後見人制度」
も行いました。

第52回全国優良読書グループ被表彰団体の紹介
南島原市「深江おはなしネットワーク」

この賞は公益社団法人読書推進運動協議会から読み聞かせボランティアなど優れた活動を行っている団体に贈られるものです。
深江おはなしネットワークの歩みについて代表の鍬様に寄稿いただきました。

町内３つの小学校の保護者が、落ち着いた学校生活をお
くるための読書環境をつくりたいとの思いで、読み聞かせ
活動をはじめたことを機に、2009年「深江おはなしネッ
トワーク」が発足しました。小学校での朝の読み聞かせを
中心に、赤ちゃんおはなし会、ブックスタート、老人施設
での読み聞かせなど活動の幅が広がってきました。
私たちが大切にしている活動の一つは、８月９日の平和
集会への参加です。集会では、被爆者の体験を朗読劇や紙
芝居にしたものを映像や効果音を用いて上演しています。
今年度で十一回になりました。被爆者の高齢化で、当時の
ことを聞くことが難しくなりつつあることから、私たちが
次世代に語り継がなければという使命感をもって参加して
います。上演後子どもたち一人一人から感想が寄せられ、
微力ながらも続けていくことに意味があることを仲間と確
認し合っています。また、自分たちの力量を高めようと、

2015年より「九州・沖縄おはなし交流会」に毎年参加し
素話のよさに触れ、よい学習の場になっています。
年に数回仲間が寄って、おすすめ本の紹介や選書のしか
た、絵本の読み聞かせの手法を研修したり、市主催の「読
書サポーター養成講座」に参加し学んでいます。仲間同士
の連携を深めるために定期的にお便りを発行したり、グ
ループラインで読み聞かせの本や子どもたちの反応を交換
したりしています。
今後も、たくさんの子どもたちが参加する図書館まつり
や市内で行われる「おはなしカーニバル」に向けて、手作
りの紙芝居やペープサートなどを制作していきたいと考え
ています。読み聞かせの活動を通じて共に想像の世界を楽
しんだり、幸せな時間を共有したりすることで、人生を豊
かにする読書の礎を築いていきたいと願っています。

（深江おはなしネットワー代表　鍬典子）

外国語資料のコーナーに（公財）
長崎県国際交流協会が作成した「な
がさき生活ガイドマップ」を置いて
います。この冊子は中国語、韓国語、
英語が併記されていて、日本で暮ら
していく上で必要となる情報や役に
立つデータが書かれています。他に
も「病院に行く時に使う本」や国際
交流協会が開催するイベントのチラシなども置いてい
ます。長崎県に暮らす外国人の方は約８千人。多くの
方のお役に立てるよう他機関とも連携しています。

連 携 機 関 と の 取 り 組 み
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県内図書館職員のための研修会県内図書館職員のための研修会

　第２回実務研修会のテーマ「レファレンス協同データベース」について紹介します。
　研修では図書館職員向けの話でしたが、実は「国立国会図書館レファレンス協同データベース」
には一般公開されているデータも多数あり、図書館員だけでなくどなたでも利用できます。

　図書館で行っているレファレンスサービスとは、資料を探す
お手伝いをするサービスで、求める情報そのものや、手掛かり
となる本などを提供するものです。
　「レファレンス協同データベース」は、国立国会図書館が全
国の図書館と協力してレファレンス事例を集め、そのデータを
インターネットを通じて提供するデータベースです。

　「レファレンス協同データベース」の登録事例には、調べものの結果だけでなく、調査のプロ
セスや参考資料も記されています。また、全国の公共図書館、大学・高専図書館、国立国会図書
館や各種の専門図書館、文書館等のほか、学校図書館やその関係団体もデータの提供館（参加館）
となっており、データの総登録件数は約225,000件です（2019年３月末現在）。調べものをし
ていて、思い通りの情報にたどり着けない時や、他の角度から調べる方法を知りたい時などぜひ
参考にしてください。

（主に勤務が３年未満の職員が対象）
「図書館勤務はじめの一歩」「著作権について」

第１回

「レファレンス協同データベースの利活用」第２回
「進化する図書館を目指して～塩尻市立図書館の取り組み～」第３回

レファレンス協同データベース（https://crd.ndl.go.jp/reference/）って何？

どんな時に使うの？

レファレンス事例以外に次のようなデータが登録されています。

レファレンス事例以外はどんなことが活用できるの？

●調べ方マニュアル：特定のテーマやトピックに関する調べ方をまとめた案内
●特別コレクション：個人文庫や貴重書など、図書館の所蔵する特殊なコレクションに関する情報
●参加館プロファイル：レファレンス協同データベースに参加している各参加館の基本情報

　長崎県立長崎図書館は、県内の図書館で働く人を対象に、実務研修会を行っています。
（その中の１回は長崎県大学図書館協議会との連携事業です。）
令和元年度の内容は次の通りです。
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オンラインデータベースの紹介
館内のパソコンでは下表の商用データベース、公的機関提供のデータベースなどを無料で閲覧できます。
調べものなどにぜひご活用ください。またプリントアウト（有料）できるものもあります。
利用をご希望の方は３階カウンターへお申込みください。

ネットアドバンス社が提供する60以上の辞事典、叢書、雑誌が検索できる辞書・事典
のデータベース。
基本検索ではすべての辞事典の横断検索が可能、詳細検索では各辞事典に応じたオリジ
ナルな絞り込み機能を加えより詳しく検索できる。

データベース名

日外アソシエーツ社が提供する人物・文献情報データベース「who」本体と、「人物レ
ファレンス事典」「事典近代日本の先駆者」「美術作品レファレンス事典人物・肖像篇」
などの人物関係コンテンツを横断検索できるデータベース。

農文協（一般社団法人 農山漁村文化協会）が運営するデータベース。
「農業技術大系」「食品加工総覧」「防除総覧」雑誌「現代農業」等を収録。
病害虫、雑草、鳥獣害、農薬情報など「食と農」に関する情報を検索可能。

国立国会図書館が図書館向けに提供しているデジタル資料の検索・閲覧サービス。
昭和43年までに受け入れた図書等約57万点のほか、古典籍約２万点、明治以降発行の
雑誌約１万タイトル、博士論文約12万点など。

日外アソシエーツ社が提供する1926年（昭和元年）より現在まで出版された本の情報。
1986年以降の本は、目次、要旨、あらすじ収録。2000年以降の本には表紙のカラー画像、
2001年以降の本には著者紹介情報も表示。

長崎県内のすべての町丁目の商圏特性をレポートで可視化。既存店舗や新規出店候補地
等の検討に活用できるビジネス支援のためのデータベースで、（株）日本統計センターが
提供している。

日外アソシエーツ社が提供する一般誌から専門誌、大学紀要、海外誌紙まで収録した雑
誌・論文データベース。

判例・法令のデータベース、法律文献ＩＮＤＥＸ、法律関係リンク集、公的判例集デー
タベース、交通事故過失相殺事例データベース等を（株）ＴＫＣが提供している。

長崎新聞のデータベース（1999年７月10日以降）。
日本経済新聞、日経産業新聞、日経ＭＪ、日経プラスワンの日経各紙直近１年分。

国立国会図書館が提供している、1900～1950年ごろのＳＰ盤等のデジタル化音源。

（公財）放送番組センターが保存・公開している番組を視聴できる。

国立印刷局提供のデータベース。1947（昭和22）年５月３日から直近までの官報の内
容を、日付やキーワードを指定して検索・閲覧できる。

朝日新聞の明治12年の創刊号から今日までの140年を超える紙面から記事・広告約
1,500万件を検索できるデータベース。

ジャパンナレッジＬｉｂ

whoplus

ルーラル電子図書館

国立国会図書館
図書館向けデジタル化
資料送信サービス

bookplus

市場情報評価ナビ
ＭｉｅＮａ

magazineplus

ＴＫＣローライブラリー

長崎新聞データベース
＋日経テレコン

歴史的音源

放送ライブラリー

官報情報検索サービス

聞蔵Ⅱビジュアル

内　　　　　　　　　　容
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長崎県に関係する新聞記事を検索して探し出せるよう
に、記事見出し等を入力したリスト（エクセルファイル）
を作成して公開しています。記事見出し・キーワード・
掲載新聞名・掲載日・掲載面、地域等で検索してリスト
を表示することができます。目当ての新聞記事の本文（実
際の紙面）については図書館等で閲覧してください。
ミライｏｎ図書館のホームページのトップページ左端
にある  郷土関係新聞記事見出しリスト  をクリックし
たあと、当該月のエクセルファイルをダウンロードして、
エクセルの検索機能によって検索できます。ぜひご利用
ください。

施設名称 概　　要

多目的ホール（１階）215㎡
テーブル数 36台
●２名掛け時 72名
●３名掛け時 108名
椅子のみ 200名

研修室（２階）　　　　95㎡
テーブル数 26台
●２名掛け時 52名
●３名掛け時 78名

駐車場
第１駐車場 188台
第２駐車場 17台

有料施設利用について有料施設利用について

郷土課からのお知らせ郷土課からのお知らせ

公開
郷土関係新聞記事見出しリスト
（2007年以降）

ミライｏｎ図書館ホームページ
トップページの左端

〈郷土関係新聞記事見出しリスト〉をクリック

ミライｏｎ図書館の主催事業等での使用が予定されていない時間は、講演会や
各種イベント、研修や会議などにご利用いただけます。

利用料は前納制、公共施設としての使用制限等ありますので、詳しくはホーム
ページをご覧になるかお問合せください。

休館日を除き9時30分から、平日は20時30分まで、土日祝日は18時30分まで
利用できます。（開館30分前から閉館30分後まで）
料金は最初の30分は無料ですが、30分経過ごとに50円（１日上限1,000円）
加算されます。図書館利用者は３時間ごとに１階の総合案内で手続きを行うこ
とで無料となります。
※周辺施設への無断駐車は近隣の皆様のご迷惑となりますのでおやめください。

県立長崎図書館郷土課は“なるたき図書館”（長崎市鳴滝1丁目4番1号）の一部をお借りしてサービスを提
供しています。郷土課でも利用カード（ミライｏｎ図書館でも利用可）を作ることができます。
ただし、郷土課の所蔵資料は一部を除いて旧県立長崎図書館の書庫（長崎市立山）で保管しているため、
ご用意するのに時間がかかります。閲覧を希望される場合は、事前にお問い合わせのうえお越しください。
また、ミライｏｎ図書館から資料を取り寄せて“なるたき図書館”内の郷土課カウンターで貸出や返却を行う
こともできます。

ミライｏｎ図書館の開館日（平日10時～20時、土日祝日10時～
18時）※１時間単位（準備・片付けの時間も含む）

使用
可能日

ご使用日の２月前の月の初日からご使用日の５日前の日まで
例えば５月中の使用をご希望の場合は３月１日から申請可能です。

使用許可
申請

総務グループ　TEL　0957－48－7700
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卒業・入学・異動の季節です。
借りたままになっている本はございませんか？図書館の本は県民共有の財産です。 

万一、返却されていない本がありましたら、ご返却をお願いします。

編集・発行　長崎県立長崎図書館　大村市東本町481番地　
ISSN　1344-5235

※メインエントランス入り口横の返却ポスト（24時間対応）へも返却できます。
　ただし、CDなどの破損の恐れのある資料についてはカウンターへ直接お返しください。
　また、住所等の変更があった方は、ミライon図書館までお知らせください。
※長崎市のなるたき図書館内にある県立長崎図書館郷土課、大村市内にある公民館図書室や住民センター
に設置してあるポストへも返却できます。（詳細はミライon図書館ホームページ内の「県立長崎図書館
郷土課→9資料の返却について」及び「利用案内→大村市の皆さんへ」にてご確認ください。）

ミライon図書館からのお願い

よくあるご質問

期限前に返却カウンターへ本をお持ちください。一度返却した後、その本に他の利用者からの予約
がなければ、再貸出をすることができます。（期間はお申し出の日から22日間）
※電話やメールでの期限の延長はできません。

Ａ

本を期限内に読み終えることができなかったのですが・・・Q

月刊誌の４か月前まで・週刊誌の先月分までは、最新号の置いてある扉を開けたところ、または棚
の一番下にあります。それ以前のものは書庫にありますので、カウンターの職員にお尋ねください。
（新聞も先月より前のものは書庫にあります）

Ａ

雑誌のバックナンバーを見たいのですがどこにありますか？Q

予約の方法は2通りあります。1つ目は、ミライon図書館ホームページ上のマイ図書館で予約する
方法です。蔵書検索の画面で本を検索しカートに入れ、予約カートのページから通常予約申込みま
たは順番予約を選択することで予約が完了します。２つ目は、リクエスト申込書（1冊につき１枚）
をカウンターに提出していただく方法です。必要事項を記入し、カウンターにお持ちください。
予約は1人20冊までです。
※「貸出中」または「在庫」中で受取館と所蔵館が異なる本について予約をすることができます。

Ａ

本の予約をしたいのですが・・・Q

1階のエントランスでは飲食可能です。飲み物については蓋付きのものであれば閲覧スペースで飲
むことは可能ですが、図書館資料の汚損防止のため机上には置かないようお願いいたします。

Ａ

館内でカフェ以外に飲食可能なスペースはありますか？Q




