
-１--６-

もくじ

県立長崎図書館だより

No.190
2021年９月

◎講座、イベント紹介 

◎ホームページ紹介、

　遠隔地返却サービスのお知らせ

◎ミライｏｎ図書館の新聞紹介

…………………………… P２

……………… P３

………………… P４

◎資料の保管方法について

◎こどもしつ・バリアフリートイレのご案内

◎郷土課のサービス休止のお知らせ

……………………… P５

 …… P６

…………… P６

ミライｏｎ図書館の館内は、県産の木材を使った吹き抜けの天井や
間接照明などで静かな空間を演出しています

こどもしつ・バリアフリートイレのご案内

郷土課のサービス休止のお知らせ

ミライｏｎ図書館では、子どもや障害者・高齢者に配慮したトイレを設置しています。

みまもりトイレ・おやこトイレ バリアフリートイレ

○みまもりトイレには小さい子どもが利用しやすい大
きさのトイレが設置されています。仕切りが低く、子
どもの様子が確認しやすい造りになっています。
○おやこトイレには大人用・子ども用のトイレのほか、
おむつ交換台やベビーチェアなどが用意されてお
り、小さい子どもと一緒に安心して利用できます。

県立長崎図書館郷土課は、「なるたき図書館」のカウンターの一部をお借りして
サービスを提供しておりましたが、郷土資料センター開館準備に伴い、

郷土資料の閲覧・貸出等のサービスを休止いたします。
なお、ミライｏｎ図書館資料の貸出・返却は、なるたき図書館内、司書室右側の
「ミーティングルーム」にて令和４年２月25日（金）まで実施いたします。

利用者の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどお願い申し上げます。

令和3年10月～令和4年3月末
郷土資料センター開館まで

おやこトイレみまもりトイレ

おむつ交換台おむつ専用ボックス

みまもりトイレ・
おやこトイレは、
１階こどもしつの
カウンター左にあ
ります。

おやこトイレみまもりトイレ

○バリアフリートイレは１階～３階の
一般トイレのそばにあります。
○車椅子でも不自由なく利用できる
広さがあり、各設備には手すりが備
え付けられています。おむつ交換台
なども設置されています。

令和３年10月～令和４年２月25日まで
利用できるサービス

令和３年10月～令和４年３月末まで
休止するサービス

・ミライｏｎ図書館資料の貸出・返却
３月は利用できません
返却ポストを設置予定

・郷土課資料の閲覧・貸出
・レファレンス（調べもの・ご相談）
・資料の複写（コピー）等

みまもり
トイレ

こどもトイレ

授乳室
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おはなしの
へや

こどもしつ
入口

おやこ
トイレ

↑
２
階

（　　　　　　）



講座・イベント紹介

-３--２-

ホームページ紹介

歴史的音源を楽しむ会
　ミライｏｎ図書館では国立国会図書館が提供
する「歴史的音源」を聴くことができます。
　4 月に「古関裕而と古賀政男の世界」、7 月に
「国民を勇気づけた戦後の歌謡曲」をテーマに講
座を実施しました。

無料経営相談会
　毎月 1 回金曜日に、「長崎県よ
ろず支援拠点」による無料経営相
談会を開催しています。新型コロ
ナウイルス関連の経営相談も対
応しています。

認知症サポーター養成講座
　4 月 23 日に大村市地
域包括支援センターと連
携して、認知症の基礎を学
び、座ってできる体操の実
践等を行いました。また、
会場内に図書コーナーを設置し、関連図書を紹
介しました。

　長崎県と北海道石狩市
に共通する史実である
「缶詰」にまつわるイベン
トです。
　7 月から 8 月にかけて
アイデア缶詰のラベル絵
募集を行い、たくさんの

方にご応募いただきました。10 月にはその中から
選ばれた優秀作品の展示を行います。
　また、10月 10日は「缶詰の日」ということで、缶
詰に関する講演会を開催します。これまで知らな
かった事を知ることができる良い機会です♪ぜひ
ご参加ください。

　令和 3 年 1 月に開催
予定でありました「お茶
のヒミツを解き明かそ
う」は、新型コロナウイル
ス感染症の影響で今年
11月 20日（土）に開催
延期となりました。
　日本茶インストラクターによるお茶のおいしい
淹れ方講座や、混合発酵茶の試飲、お茶の加工品の
展示等、お茶好きの方にはたまらない内容となっ
ております。感染症対策を講じながらの実施とな
りますので、皆様のご協力をお願いいたします。

凱旋ファッション魂！大塚勇造展
　6 月 27 日から 7 月 4 日にかけて、大村市出
身の著名なスタイリストである大塚勇造さんの
作品展示を行いました。スペシャルゲストとし
て、タレントの山田邦子さんや小泉今日子さん
にお越しいただき大盛況となりました。

バリアフリー映画上映会「東京パラリンピック」
　「バリアフリー映画」とは、目や耳が不自由な
方々が楽しむことができるよう工夫された映画
のことです。7月 16日に 1965 年に公開された
作品の上映を行
いました。

予　　告
缶詰の日講演会 お茶のヒミツを

解き明かそう

　ミライｏｎ図書館のホームページでは、蔵書検索や調べもの相談の申込みを行ったり、イベント・
休館情報をご覧いただくことができます。また、「マイ図書館」に登録されている方は、ご自身の貸
出・予約状況を確認したり、本の予約をしたりすることができます。
　このように、ホームページを通してできることは多くありますが、実はミライｏｎ図書館以外の
情報が載っているページもあることをご存じでしょうか？今回は、以下のページについてご紹介い
たします。

　県内の市町立図書館では、市民のみなさんに楽しんでもらえるようなおはなし会やイベント等が
随時行われています。開催時期や詳しい内容につきましては、それぞれの市町立図書館のホーム
ページに掲載されていますが、ミライｏｎ図書館のホームページにもまとめて情報を掲載していま
す。現在は新型コロナウイルス感染症の影響で開催内容に変更が生じることもありますので、詳し
くは直接市町立図書館へお問い合わせください。

　遠隔地返却サービスとは、ミライｏｎ図書館及び県立長崎図書館郷土課でお借りになった本（一
部資料を除く）を最寄りの市町立図書館（室）で返却することができるサービスです。このサービス
は、県内市町立図書館（室）のご協力により実施しています。利用できる図書館はミライｏｎ図書館
のホームページでご確認ください。

①返却する本を紙袋などで梱包するか専用バッグに入れる。（専用バッグはミライｏｎ
図書館でお渡しします。）
②所定の用紙（返却依頼票）をミライｏｎ図書館または県立図書館郷土課で受け取るか、
ホームページからダウンロードし、必要事項を記入して上下を切り離す。
③返却依頼票（上部）を梱包した包みまたは専用バッグに貼り付ける。
④返却館のカウンターへ切り離した紙（下部）を添えて返却する。（返却ポス
トではなく、必ずカウンター窓口で職員に手渡しをお願いします。）
⑤「利用者控」を受け取る。
※市町立図書館でお預かりした本は 7～ 10 日間に 1 回程度の便で回収し
ておりますので、余裕をもってご返却ください。

「県内図書館イベント情報」

遠隔地返却サービスのお知らせ 

利用方法
専用バッグ
です♪

お問合せ先：ミライｏｎ図書館　サービスグループ　TEL:0957-48-7700

クリックすると・・・

ミライｏｎ図書館 石狩市民図書館 連携企画

２つの缶詰発祥の地から送る

日 時

会 場

お問い合わせ ミライｏｎ図書館 TEL 0957-48-7700 FAX 0957-48-7704 
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ミライｏｎ図書館の新聞紹介
　ミライｏｎ図書館では、全国紙、九州各県の地方紙及び子ども向け新聞等を閲覧することができ
ます。今回は、主な新聞の閲覧場所と保存年月をご紹介します。なお、過去の新聞については書庫で
保管しているため、閲覧・複写をご希望の場合は、カウンターの職員にお尋ねください。

資料の保管方法について
　ミライｏｎ図書館（県立長崎図書館）では、一度所蔵した本は廃棄せず
に、永年保存しています。そのため、100 年以上前に出版された本を現在
でも読むことができます。（ただし、館内での閲覧のみの利用になります。）
　今ある本を 100 年先も読むことができるように職員の手で大切に管理
しています。
　今回は、図書館で行っている本の修理についてご紹介します。

　このようにして、現在の利用者にも未来の利用者にも気持ちよく本を読んでもらえるように努め
ています。
　私達も本の管理については気をつけて参りますが、利用者の皆様も本を借りて読む際には以下の
２点に気をつけていただければ幸いです。

　雑誌・新聞コーナーでは、全国紙、九州各県の地方紙及び外国語新聞等の当月分と先月分を置い
ています。なお、長崎新聞については、当館では、過去 10 年分を保管しています。それ以前の新聞は、
県立長崎図書館郷土課（長崎市内）で所蔵しています。

　縮刷版コーナー及び新聞・雑誌コーナーには、2006 年以降発
行の朝日新聞、読売新聞、毎日新聞の縮刷版を置いています。縮刷
版は、原紙を縮小して製本したもので、1 か月分をまとめて閲覧す
ることができます。

　こどもしつには当月分の新聞を置いています。

１階

３階

子ども向け新聞
　　新聞名 　　　保存年月
朝日小学生新聞 1996 年 4 月～
毎日小学生新聞 1989 年 7 月～
朝日中高生新聞 1996 年 4 月～

全国紙
　　新聞名 保存年月
 朝日新聞  1915 年 4 月～
 読売新聞  1916 年 1 月～
 毎日新聞  1921 年 4 月～
 産経新聞  1983 年 4 月～

地方紙
　　新聞名 保存年月
 長崎新聞 10 年分保存　
 西日本新聞 1958 年 5 月～
 大分合同新聞 １年分保存
 沖縄タイムス １年分保存
 熊本日日新聞 １年分保存
 佐賀新聞 １年分保存
 南日本新聞 １年分保存
 宮崎日日新聞 １年分保存
 山口新聞 １年分保存

専門紙
　　新聞名 保存年月
 日本経済新聞 1968 年 1 月～
 日経産業新聞 1983 年 4 月～
 日経流通新聞 1996 年 4 月～
 日経ヴェリタス 2009 年 4 月～
 日刊工業新聞 1983 年 4 月～
 日本農業新聞 1997 年 6 月～
 日刊水産経済新聞 1990 年 3 月～

スポーツ紙
　　新聞名 保存年月
 西日本スポーツ 1994 年 4 月～
 日刊スポーツ 1996 年 4 月～
 スポーツ報知 2000 年 4 月～

点字新聞
　　新聞名 保存年月
 点字毎日 2002 年 2 月～

「あたらしくはいった
本」の横にあります。

書庫内には、永年保存
の新聞があります。

外国語新聞
　　新聞名 保存年月
 東亜日報 1996 年 5 月～
 New York Times 1996 年 4 月～
 The Japan Times 1994 年 5 月～

（縮刷版）

製 本 室

「長崎県勢力誌」（1921 年出版）
加藤ト堂／編　東洋之魁報社

　製本室では、１ヶ月分の新聞を1冊に製本したり、本の修
理をしたりしています。
　1冊1冊その本の状態にあった方法で修理をしています。
　昨年度は約 1,000 冊の本がこの製本室で修理されてい
ます。

①　本を破ったり、汚してしまったりしたときは、ご自分で修理せずに図書館のカウ
ンターまでお知らせください。

　※本の破損 · 汚損の程度によっては、弁償していただくことがあります。
②　本を水気のあるものと一緒に置かないようにお願いします。
　　本は水に大変弱いです。一度濡れてしまうと修復が難しく、染みやカビの原因にな

ります。

お願い

本の修理を
専門に行う

「おばけトリックアート３　おばけめいろにチャレンジ」
（北岡明佳／監修　あかね書房）

絵本のページが破れているときは、
専用ののりを塗って修理します。

　本のページが破れた、ページが外れたなど
の比較的簡単な修理は、カウンターの職員が
修理することもあります。
　専用の薄い紙テープや専用ののりを使っ
て修理をしています。



-５--４-

ミライｏｎ図書館の新聞紹介
　ミライｏｎ図書館では、全国紙、九州各県の地方紙及び子ども向け新聞等を閲覧することができ
ます。今回は、主な新聞の閲覧場所と保存年月をご紹介します。なお、過去の新聞については書庫で
保管しているため、閲覧・複写をご希望の場合は、カウンターの職員にお尋ねください。

資料の保管方法について
　ミライｏｎ図書館（県立長崎図書館）では、一度所蔵した本は廃棄せず
に、永年保存しています。そのため、100 年以上前に出版された本を現在
でも読むことができます。（ただし、館内での閲覧のみの利用になります。）
　今ある本を 100 年先も読むことができるように職員の手で大切に管理
しています。
　今回は、図書館で行っている本の修理についてご紹介します。

　このようにして、現在の利用者にも未来の利用者にも気持ちよく本を読んでもらえるように努め
ています。
　私達も本の管理については気をつけて参りますが、利用者の皆様も本を借りて読む際には以下の
２点に気をつけていただければ幸いです。

　雑誌・新聞コーナーでは、全国紙、九州各県の地方紙及び外国語新聞等の当月分と先月分を置い
ています。なお、長崎新聞については、当館では、過去 10 年分を保管しています。それ以前の新聞は、
県立長崎図書館郷土課（長崎市内）で所蔵しています。

　縮刷版コーナー及び新聞・雑誌コーナーには、2006 年以降発
行の朝日新聞、読売新聞、毎日新聞の縮刷版を置いています。縮刷
版は、原紙を縮小して製本したもので、1 か月分をまとめて閲覧す
ることができます。

　こどもしつには当月分の新聞を置いています。

１階

３階

子ども向け新聞
　　新聞名 　　　保存年月
朝日小学生新聞 1996 年 4 月～
毎日小学生新聞 1989 年 7 月～
朝日中高生新聞 1996 年 4 月～

全国紙
　　新聞名 保存年月
 朝日新聞  1915 年 4 月～
 読売新聞  1916 年 1 月～
 毎日新聞  1921 年 4 月～
 産経新聞  1983 年 4 月～

地方紙
　　新聞名 保存年月
 長崎新聞 10 年分保存　
 西日本新聞 1958 年 5 月～
 大分合同新聞 １年分保存
 沖縄タイムス １年分保存
 熊本日日新聞 １年分保存
 佐賀新聞 １年分保存
 南日本新聞 １年分保存
 宮崎日日新聞 １年分保存
 山口新聞 １年分保存

専門紙
　　新聞名 保存年月
 日本経済新聞 1968 年 1 月～
 日経産業新聞 1983 年 4 月～
 日経流通新聞 1996 年 4 月～
 日経ヴェリタス 2009 年 4 月～
 日刊工業新聞 1983 年 4 月～
 日本農業新聞 1997 年 6 月～
 日刊水産経済新聞 1990 年 3 月～

スポーツ紙
　　新聞名 保存年月
 西日本スポーツ 1994 年 4 月～
 日刊スポーツ 1996 年 4 月～
 スポーツ報知 2000 年 4 月～

点字新聞
　　新聞名 保存年月
 点字毎日 2002 年 2 月～

「あたらしくはいった
本」の横にあります。

書庫内には、永年保存
の新聞があります。

外国語新聞
　　新聞名 保存年月
 東亜日報 1996 年 5 月～
 New York Times 1996 年 4 月～
 The Japan Times 1994 年 5 月～

（縮刷版）

製 本 室

「長崎県勢力誌」（1921 年出版）
加藤ト堂／編　東洋之魁報社

　製本室では、１ヶ月分の新聞を1冊に製本したり、本の修
理をしたりしています。
　1冊1冊その本の状態にあった方法で修理をしています。
　昨年度は約 1,000 冊の本がこの製本室で修理されてい
ます。

①　本を破ったり、汚してしまったりしたときは、ご自分で修理せずに図書館のカウ
ンターまでお知らせください。

　※本の破損 · 汚損の程度によっては、弁償していただくことがあります。
②　本を水気のあるものと一緒に置かないようにお願いします。
　　本は水に大変弱いです。一度濡れてしまうと修復が難しく、染みやカビの原因にな

ります。

お願い

本の修理を
専門に行う

「おばけトリックアート３　おばけめいろにチャレンジ」
（北岡明佳／監修　あかね書房）

絵本のページが破れているときは、
専用ののりを塗って修理します。

　本のページが破れた、ページが外れたなど
の比較的簡単な修理は、カウンターの職員が
修理することもあります。
　専用の薄い紙テープや専用ののりを使っ
て修理をしています。
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ミライｏｎ図書館の館内は、県産の木材を使った吹き抜けの天井や
間接照明などで静かな空間を演出しています

こどもしつ・バリアフリートイレのご案内

郷土課のサービス休止のお知らせ

ミライｏｎ図書館では、子どもや障害者・高齢者に配慮したトイレを設置しています。

みまもりトイレ・おやこトイレ バリアフリートイレ

○みまもりトイレには小さい子どもが利用しやすい大
きさのトイレが設置されています。仕切りが低く、子
どもの様子が確認しやすい造りになっています。
○おやこトイレには大人用・子ども用のトイレのほか、
おむつ交換台やベビーチェアなどが用意されてお
り、小さい子どもと一緒に安心して利用できます。

県立長崎図書館郷土課は、「なるたき図書館」のカウンターの一部をお借りして
サービスを提供しておりましたが、郷土資料センター開館準備に伴い、

郷土資料の閲覧・貸出等のサービスを休止いたします。
なお、ミライｏｎ図書館資料の貸出・返却は、なるたき図書館内、司書室右側の
「ミーティングルーム」にて令和４年２月25日（金）まで実施いたします。

利用者の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどお願い申し上げます。

令和3年10月～令和4年3月末
郷土資料センター開館まで

おやこトイレみまもりトイレ

おむつ交換台おむつ専用ボックス

みまもりトイレ・
おやこトイレは、
１階こどもしつの
カウンター左にあ
ります。

おやこトイレみまもりトイレ

○バリアフリートイレは１階～３階の
一般トイレのそばにあります。
○車椅子でも不自由なく利用できる
広さがあり、各設備には手すりが備
え付けられています。おむつ交換台
なども設置されています。

令和３年10月～令和４年２月25日まで
利用できるサービス

令和３年10月～令和４年３月末まで
休止するサービス

・ミライｏｎ図書館資料の貸出・返却
３月は利用できません
返却ポストを設置予定

・郷土課資料の閲覧・貸出
・レファレンス（調べもの・ご相談）
・資料の複写（コピー）等

みまもり
トイレ

こどもトイレ

授乳室

カウンター

おはなしの
へや

こどもしつ
入口

おやこ
トイレ

↑
２
階

（　　　　　　）


