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　現在、県立図書館郷土課では、地域の懐かしい、また貴重な映像等資料の寄贈を受け入れていま
す。
　寄贈いただける地域の映像等資料（ＤＶＤ、ＣＤ）をお持ちの方は、郷土課までご連絡をお願いし
ます。
　なお、寄贈いただくには著作権法、その他法令に抵触していないことが必要です。また、「いつ」
「どこで」「何を」記録した映像なのか、年代や場所が特定されているものに限らせていただきます。

【地域の映像等資料（例）】
　　　・地元神社の神楽やお囃子の録音
　　　・今は取り壊されてなくなった施設や、当時の街並を撮影した映像
　　　・長崎で開催された博覧会などのイベント、おくんちやペーロンといった祝祭の様子など
　　　　を撮影した映像
　　　・水害や噴火などの出来事を記録した映像

寄贈の申込、お問合せは、長崎県立長崎図書館郷土課　電話095-826-5257　へお願いします。

地域の映像等資料を収集しています

館内の施設紹介「cafe miraino 」館内の施設紹介「cafe miraino 」
　長崎の旬の食材を使い「地産地食」
をテーマにメニューを提供していま
す。
　オススメは、大村産の豚肉と野菜
を数種のスパイスと味噌で仕上げた
「ミライノカレー」や、平戸沖で水揚
げされた真鯖を丁寧にほぐしオイル
漬けにして天然酵母で焼き上げられ
た食パンにサンドした「ながさきサ
バサンド」です。
　オーダーを頂いてから一杯ずつ丁
寧に抽出するコーヒーメニューや、
東彼杵の抹茶を使用したドリンクな
ど、手作りの焼き菓子、スイーツメ
ニュー、大人も子供も大好きなソフ
トクリーム島原地方酪農業協同組合
の「しまらくソフト」もあります。

■〒856-0831　
　長崎県大村市東本町481 ミライｏｎ内
　TEL：0957-56-9399
　【営業時間】
　　平　日 　　10:30 ‒ 20:00  
　　土・日・祝 10:30 ‒ 18:00
　　お食事のラストオーダーは閉店30分前
　【店 休 日】　図書館休館日

※ランチタイム (10:30 - 14:00) にはドリンクがセットになったプレートランチをご用意しております。
　テイクアウト可。（プレートランチ除く）

ミライノカレー 730 円 ながさきサバサンド 480 円
（プラス 250 円でドリンク付）

県立長崎図書館だより
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～開館１周年を迎えて～

館長　渡邉　斉志
わたなべ　　 ただ　し

　平素より県立長崎図書館をご支援いただき、心より感謝申し上げます。
　県立・大村市立一体型図書館「ミライｏｎ図書館」が大村市に開館してから間もなく一年
が経ちます。開館直後の2か月あまりは、新しい図書館をひと目見ようと足を運んでくださっ
た方も多く、1日平均2,000人を超える方がご来館になり、大変な賑わいとなりました。
　その後、昨年12月後半頃からは徐々に落ち着きを得つつありましたが、今年の春先以降、
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、臨時休館やサービスの一部縮小を余儀なくされ
ました。ご不便をおかけしてしまい誠に申し訳ございませんでした。現在もまだ平常どおり
のサービス提供には至っておりませんが、引き続き感染拡大防止措置を講じつつ、できる限
り平常時に近いサービスを提供してゆけるよう努めてまいります。
　当館は、蔵書の提供を中心とする図書館サービスに加え、講演会等の事業も積極的に実施
しています。それ以外に、県内の各種図書館との連携にも力を入れています。
　例えば、県民の皆さまが、最寄りの図書館で所蔵していない本を県立図書館から取り寄せ
て利用することができるよう、市町立図書館等に対する貸出しを積極的に行っています。県
立図書館は、県が設置する図書館として県内全域に対するサービスを目指していますが、現
実には様々な障壁があるため、市町立図書館等のご協力を得て、県内どの市町に住んでいる
方にも一定の図書館サービスを享受していただけるように、ということで行っている取組で
す。
　また、県民の皆さまが受けることができる図書館サービスの改善を図るためには、各地域
の図書館の充実が非常に重要であるという認識の下、市町立図書館職員の方々に対する研修
の実施や、図書館運営に係る知見の提供等にも力を入れています。研修について数字で見る
と、県内の全市町立図書館の職員数の合計とほぼ同数の約350人が、毎年当館の研修に参加し
てくださっています。
　もちろん、こうした取組が実質を伴うためには、当館の職員には不断の研鑽が求められま
すので、職員一同、県内全域での図書館サービス環境の充実を通じて長崎県で暮らすことの
魅力が更に高まるよう、裨益したいと考えています。読書、文献収集、知識の獲得や創出な
ど、図書館にできる部分で地域社会に貢献すべく引き続き努力してまいりますので、ご支援
のほどよろしくお願いいたします。

　図書館に来てみたけれど、読みたい本がどこにあるか分からず困ったことは
ありませんか？
　今回は3階のフロアのどこにどのようなジャンルの本があるかご紹介します。

ミライｏｎ図書館で本を探そう！ミライｏｎ図書館で本を探そう！ミライｏｎ図書館で本を探そう！
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国立国会図書館デジタルコレクションの紹介
 ◎ミライon 図書館から国会図書館のデジタル資料を閲覧できます ◎

　国立国会図書館では、著作権保護期間が満了した資料、著作権者の許諾を得た資料等の画像をイ
ンターネットで公開しており、どなたでも自宅のパソコン等から利用することができます。（平成
31年３月現在、図書約35万点を含め、全体で約54万点）
　インターネットに公開していないデジタル化資料のうち、絶版等の理由で入手困難な資料につい
ては、図書館の端末を通じたデジタル化資料送信サービスで利用することができます。（図書・雑
誌・古典籍資料・博士論文・脚本等）令和２年１月時点では、約151万点の資料が利用できます。
　また、1900年代初めから1950年ごろに国内で製造された初期レコードの音源が録音された「歴
史的音源」も聞くことができます。

※ミライｏｎ図書館でこのサービスを利用するた
めには、利用者登録が必要です。
※当館内のインターネット情報検索機で利用する
ことができます。ログインするためのパスワー
ドが必要ですのでカウンターで申し込んでくだ
さい。
※画像の印刷を希望する場合は、印刷したい箇所
を特定した上で、図書館職員にお申し込みくだ
さい。
※デジタル化資料の画像を電子ファイルで入手す
ることはできません。
※郷土課でも同様のサービスを提供しています。

特定のテーマ（トピック）ごとに図書
館資料や情報の探し方を一覧できる利
用案内を、館内の書架や１階の広報誌
コーナーで配布しています。キーワー
ドで本を探すことができるのでとても
便利です。どうぞご活用ください。

利用案内について利用案内について

【利用案内 のテーマ 】
①ビジネス情報 　　③子育て情報
②医療・健康情報 　④法律情報

ミライon図書館公式Twitterはじめました
図書館の最新情報を発信しています。公式ＨＰからもご覧いただけます。

ミライｏｎ図書館では、官公庁が発行している資料も多数所蔵しています。
今回は、統計資料及び白書の一部をご紹介します。

統計資料について

白書について

〇『日本の統計』は、日本の国土、人口、経済、社会、文化など幅広い分野に関して、基本的な
統計を利用しやすく編集しています。（総務省、年刊）

〇『世界の統計』は、国際比較の観点から国際機関が提供している統計データを基に、世界各国
の人口、経済、社会などに関するデータがまとめられています。（総務省、年刊）

〇『社会生活統計指標―都道府県の指標―』は、社会・人口統計体系（注）において整備された
基礎データを用いて作成している統計指標の中から、都道府県別の主要なデータがまとめられ
ています。
　本書のほか、各都道府県の指標が一覧できるように再編成した
　『統計でみる都道府県のすがた』、全国の市区町村を対象とし
　たデータを取りまとめた『統計でみる市区町村のすがた』もあ
　ります。（総務省、年刊）

　これらの資料は、最新号を棚番号35-Bに配架しています。

　（注）人口、教育、労働、健康、福祉など国民生活全般の実態を示す
　　　　地域別統計データを収集・加工し、これを体系的に編成し整備
　　　　したもの

　「白書」とは、各省庁が所管する行政活動の現状、問題、対策や将来の展望などを国民に知らせ
るために発行する報告書です。

（内閣府）経済財政白書、原子力白書、防災白書、子供・若者白書、少子化社会対策白書、
　　　　　高齢社会白書、障害者白書、交通安全白書、男女共同参画白書
（総務省）地方財政白書、情報通信白書
（法務省）犯罪白書
（外務省）外交青書
（文部科学省）文部科学白書、科学技術白書

　これらのほか、各省庁が発行している白書を
所蔵しています。

所蔵している官公庁発行資料を紹介します
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　『統計でみる都道府県のすがた』、全国の市区町村を対象とし
　たデータを取りまとめた『統計でみる市区町村のすがた』もあ
　ります。（総務省、年刊）

　これらの資料は、最新号を棚番号35-Bに配架しています。

　（注）人口、教育、労働、健康、福祉など国民生活全般の実態を示す
　　　　地域別統計データを収集・加工し、これを体系的に編成し整備
　　　　したもの

　「白書」とは、各省庁が所管する行政活動の現状、問題、対策や将来の展望などを国民に知らせ
るために発行する報告書です。

（内閣府）経済財政白書、原子力白書、防災白書、子供・若者白書、少子化社会対策白書、
　　　　　高齢社会白書、障害者白書、交通安全白書、男女共同参画白書
（総務省）地方財政白書、情報通信白書
（法務省）犯罪白書
（外務省）外交青書
（文部科学省）文部科学白書、科学技術白書

　これらのほか、各省庁が発行している白書を
所蔵しています。

所蔵している官公庁発行資料を紹介します
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　現在、県立図書館郷土課では、地域の懐かしい、また貴重な映像等資料の寄贈を受け入れていま
す。
　寄贈いただける地域の映像等資料（ＤＶＤ、ＣＤ）をお持ちの方は、郷土課までご連絡をお願いし
ます。
　なお、寄贈いただくには著作権法、その他法令に抵触していないことが必要です。また、「いつ」
「どこで」「何を」記録した映像なのか、年代や場所が特定されているものに限らせていただきます。

【地域の映像等資料（例）】
　　　・地元神社の神楽やお囃子の録音
　　　・今は取り壊されてなくなった施設や、当時の街並を撮影した映像
　　　・長崎で開催された博覧会などのイベント、おくんちやペーロンといった祝祭の様子など
　　　　を撮影した映像
　　　・水害や噴火などの出来事を記録した映像

寄贈の申込、お問合せは、長崎県立長崎図書館郷土課　電話095-826-5257　へお願いします。

地域の映像等資料を収集しています

館内の施設紹介「cafe miraino 」館内の施設紹介「cafe miraino 」
　長崎の旬の食材を使い「地産地食」
をテーマにメニューを提供していま
す。
　オススメは、大村産の豚肉と野菜
を数種のスパイスと味噌で仕上げた
「ミライノカレー」や、平戸沖で水揚
げされた真鯖を丁寧にほぐしオイル
漬けにして天然酵母で焼き上げられ
た食パンにサンドした「ながさきサ
バサンド」です。
　オーダーを頂いてから一杯ずつ丁
寧に抽出するコーヒーメニューや、
東彼杵の抹茶を使用したドリンクな
ど、手作りの焼き菓子、スイーツメ
ニュー、大人も子供も大好きなソフ
トクリーム島原地方酪農業協同組合
の「しまらくソフト」もあります。

■〒856-0831　
　長崎県大村市東本町481 ミライｏｎ内
　TEL：0957-56-9399
　【営業時間】
　　平　日 　　10:30 ‒ 20:00  
　　土・日・祝 10:30 ‒ 18:00
　　お食事のラストオーダーは閉店30分前
　【店 休 日】　図書館休館日

※ランチタイム (10:30 - 14:00) にはドリンクがセットになったプレートランチをご用意しております。
　テイクアウト可。（プレートランチ除く）

ミライノカレー 730 円 ながさきサバサンド 480 円
（プラス 250 円でドリンク付）

県立長崎図書館だより
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2020年９月


