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し

～「読みたい・識りたい」そういう図書館がある～

１日の時間もどこかゆったりと感じられる季節となりました。
職員おすすめの美術図書で、芸術の秋を感じてみませんか？

テーマ：芸術の秋
『滝平二郎きりえ名作集

朝日新聞日曜版から 夏‐秋篇』
滝平 二郎／著 朝日新聞出版

四季折々の“日本のふるさと”の情景を楽しめる作品集です。
冬の夕食時の親子を描いた作品から伝わってくる家族の温かさは、今も昔も変わりま
せん。郷愁あふれる「きりえ」の世界に浸ってみませんか。
（真貝 みさ）

『ふるさとはれの日』齋藤 亮一／著

冬青社

無限に続くような、どこまでものどかな景色。とっておきの衣装に身を包む子
どもたち。人口が減り寂しさを増しても、ひと時、祭りの日だけは活気を取り戻
す。そんな、誰の心にもある風景を、温かく写した写真集です。
（熊倉 弘美）

『名画は語る』千住 博／著

キノブックス

著者曰く「画家が絵を描くのは、抑え切れない美に向かう衝動によるもの」
。ムンクの
「叫び」やゴッホの「ひまわり」に込められた真意とはいかなるものか…。名画と言わ
れる作品を生み出した画家達の想いがわかりやすく解説されています。（横山 知加子）

『夕景・夜景の正しい撮り方

もっと美しく、もっと素敵な写真になる』
学研パブリッシング

過ごしやすい季節になりました。ドライブや旅行に行き、写真を撮る機会が多くな
ると思います。
「せっかく写真を撮るなら上手に撮りたい！！」という方にはこちら
の本をどうぞ。見た目どおりの風景を写真に残す方法を写真付きで紹介しています。
思い出の写真を美しく残しましょう。（山之内 美里）

『リパッティ ピアノ小品集』

ディヌ・リパッティ／ピアノ

ヨハン・セバスチャン・バッハ／作曲 ドメニコ・スカルラッティ／作曲
フレデリック・ショパン／作曲 東芝ＥＭＩ株式会社
10 代のデビュー時から「天才ピアニスト」として将来を期待されながら 1950 年
に 33 歳で夭折したディヌ・リパッティ。不治の病と闘いながら、死の間際まで演
奏を続けた彼は多くの人に愛されました。今回紹介するのは、バッハ「主よ、人の
望みの喜びよ」
、ショパン「舟歌」などの名曲が収められた一枚です。モノラル録音
ながらリパッティの美しく崇高な演奏に魅了されます。
（宮谷 潔子）
*「図書館の窓から」内で紹介した本・ＣＤは、中央図書館一般コーナー入口付近に展示しています。
ぜひご利用ください！

図書館利用術 ＨＰを使いこなそう
新着図書お知らせサービス（ＳＤＩ）
どんなサービス？
興味のあるテーマやキーワードを、あらかじめ登録
しておくと、その条件に合った新着図書が入った際に
メールでお知らせするサービスです。

どんな使い方ができるの？
たとえば「東野圭吾の本が入ったら読みたい」
「長岡花火について調べているので関連する本が入ったら
教えてほしい」
このようなご希望にお応えすることができます。
お知らせする内容は５件まで登録することができます。

注

意

長岡市立図書館に入って１週間以内の新着図書のうち、指定されたキーワードに該当するものを
自動的に検索してメールでお知らせします。対象は図書のみです。また、辞典などの貸出できない
図書が含まれる場合もあります。メール連絡は毎週金曜日に行います。
（既に借りたことのある本を
お知らせする場合もあります。）

たとえばこんな登録を…
「東野圭吾の本」→ 著者名に「東野圭吾」を登録
「花火」→

件名に「花火」を登録

「サッカーの本」→ 件名に「サッカー」を登録し、分類：参照
選択から７芸術・美術→スポーツ・体育→球技を確定
「司馬遼太郎に関する評論」→件名に「司馬遼太郎」を登録
＊「検索例確認」をクリックすると、入力した内容でどんな図書がヒットするか確認できます。
＊入力した条件でヒット件数が多い場合は条件を追加して絞りこんでくださいというメールが送信
されます。
＊利用者情報変更画面のＳＤＩ（新着図書お知らせサービス）配信先アドレスにチェックを入れて
ください。

＊ご利用の際にはＭＹライブラリにてメールアドレスの登録が必要となります。
＊ＳＤＩは図書館 HP( http://www.lib.city.nagaoka.niigata.jp )からご利用いただけます。

長岡市資料整理ボランティアで楽しく学ぼう！
長岡市資料整理ボランティアは、中越大震
災で被災した歴史資料を整理することを目
的に誕生しました。平成 17 年 10 月の活動
開始から 10 年を迎え、現在 44 名が登録し
ています。月に 1、2 回のペースで活動し、
家屋・土蔵から救出した古文書、災害に関す
る新聞資料の整理、東日本大震災避難所資料
の目録作成に取り組んでいます。
活動に当たってのモットーは、「楽しく学
ぶ」こと。通常の活動ほか、十日町市や上越
市のボランティア団体との交流会や研修会
もあり、自分のペースにあわせて、自由に気
軽に参加することができます。随時メンバー
を募集していますので、興味のある方は、文
書資料室へお問い合わせください。10 月に

~文書資料室だより~

は、見学会（襖下張り文書剥離作業体験講習
会や東日本大震災避難所資料整理など）を予
定しています。
詳しくは HP をご覧ください。
http://www.lib.city.nagaoka.niigata.jp/?pag
e_id=134
（下玉利紀子）

中央図書館所蔵資料紹介 №１４６

小林雄七郎

小林雄七郎(1845~91)は、小林虎三郎の弟で、文久年間に遊学したさい横
浜で英語を学びます。明治 3 年、慶応義塾で福沢諭吉の指導をうけ、のちに
大蔵省等に勤務し、そのかたわら法律や経済関連書の翻訳を手掛けます。
同 8 年貧しい若者にも教育が受けられるよう、長岡人らに呼びかけ、育英
団体「長岡社」を結成し、支援しました。また三島億二郎を通じて、銀行の
創設に協力し、さらには信濃川交通の川汽船の建造を支援するなど、雄七郎
は、近代長岡の発展にとって欠くことのできない人物でした。
同 15 年 6 月、古志郡長を辞した億二郎は、翌月には早くも開拓事業視察
のため北海道へ渡りますが、その見送りの時、雄七郎が詠んだ漢詩です。
お
あら
ぎょ か
ぼうたくれい
「鹿を逐うは吾が事に非ず 魚蝦に宿縁有り 朝に彭沢令を辞し 夕に
うか
ただ に けい
五湖に煙を泛べ 一竿釣りを致す所 啻二頃の田のみならずや」
新たな生活の場を夢みて、遥か北の大地へ向かう先輩の背中に向け、雄七
郎が送ったエールでしょうか。
同 23 年、雄七郎は第 1 回衆議院議員に当選しますが、惜しいことに翌年
47 歳でその生涯に幕を閉じます。
（小熊よしみ）
＊逐鹿非吾事・・高い地位を求めない
＊魚蝦有宿縁・・魚とエビさえも前世からの因縁がある
＊彭沢令・・彭沢県の知事。陶淵明（東晋の詩人）が赴任するも、すぐに辞して田園生活に入る
＊二頃田・・
（一頃は百畝のこと）政治家の蘇秦が、二頃の田が無かった事から発憤し、政策を成功
させたという中国の故事に基づく
落款印の朱文の方は「門外白雲弐（二）万頃」と読める

書

● 図書館友の会との共催事業 ●

10 月～12 月 イベント
映

画

会

な り ふ 古 本 市

★入場無料・申込不要 ※時間表記のないものは 14：00～

長岡図書館友の会“なりふ”が、古本市を開催します。「本」

10/11（日）
「武器よさらば」1932 年/アメリカ

好きな人たちが、こだわりの本を販売します。当日は、布絵本

10/28（水）
「劇団四季ミュージカル赤毛のアン」2010 年/日本

やタペストリーの展示などイベントも盛りだくさん！ぜひ、お

11/13（金）
「新・御宿かわせみ」2013 年/日本

気軽にお立ち寄り下さい。友の会会員も随時募集中です！

11/25（水）
「午後の曳航」1976 年/イギリス・日本

日

時：10/11(日)

12/8（火）
「堆手」1991 年/台湾・アメリカ

会

場：長岡市美術センター（中央図書館２階）

12/20（日）クリスマス映画会

主

催：長岡図書館友の会なりふ

① 10：30-11：00「スノーマン」1982 年/イギリス

お問合わせ：同事務局 中央図書館内 （℡.0258-32-0658）

13:00～16:00

共催：中央図書館

② 11：00-11：30「スノーマンとスノードッグ」2012 年/イギリス
③ 14：00-16：10「素晴らしき哉、人生！」1946 年/アメリカ

まちなか絵本館
は せ が わ よしふみ

講 座

10/24（土）長 谷 川 義 史 ★ 絵 本 ラ イ ブ

11/5（木）ビジネスに役立つ行動経済学セミナー

◆時間：10：30～12：00

～集客アップへ！お客様から選ばれるには理由がある！～

◆会場：まちなか絵本館（子育ての駅ちびっこ広場内）

長岡出身の新進気鋭の経済学者が新たなビジネスの可能性を語ります。

※開場は 10：00～

大手通 2-5 フェニックス大手ウエスト２・３階

◆講師：依田高典氏（京都大学経済学部教授）

◆定員：親子 80 組（先着順）

◆会場：長岡商工会議所大ホール

◆申込・お問合せ：ちびっこ広場（℡.0258-39-2775）

◆時間：14：00-16：00

◆定員：100 人（先着）※長岡商工会議所の会員と一緒の参加

10/11（日）9:00～受付

◆申込：10/13（火）から長岡商工会議所（℡.0258-32-4500）で受付

栃尾美術館

◆対象：高校生以上

11/29（日）新潟県立図書館 創立 100 周年記念

地域版

ふるさと講座「ビジュアル資料で見る地域の文明開化」
◆講師：本井晴信氏（県立図書館嘱託員・元県立文書館副館長）
◆時間：14：00-15：30 ◆申込：11/11（水）から窓口・電話・ＨＰで

開館２０周年記念 特別展

いいから
いいから
～長谷川義史の世界展～
ⓒ長谷川義史／講談社「おかあちゃんがつくったる」

受付 ◆定員：180 人（先着） ◆対象：高校生以上 ◆会場：講堂
◆紹介予定資料：『東講商人鑑』（安政６年）「新潟湊之真景」（安政６
年）
「新潟税関之図」
（明治２年）
『新潟花かがみ』
（明治 12 年）など
◆関連資料展示：11/25（木）～12/6（日）中央図書館エントランス

◆会期：11/23(月・祝)まで◆時間：9：00～17：00(発券は～16:30)
◆内容：絵本原画、スケッチ、長谷川家ジオラマなど
◆観覧料：一般：500 円 大高生：250 円 中学生以下：無料
◆お問合せ：栃尾美術館（℡.0258-53-6300）

12/12（土）貴重資料に親しむ初心者向け講座

年

くずし字を読んでみよう～『北越奇談』
◆講師：小熊よしみ（当館嘱託員）◆時間：①10：30-正午

②14：30-16： ●中央館

末

年

始

の

お

休

み

：12/31-1/4

●互尊文庫 ：12/29-1/3
：12/29-1/3

00 ※①と②は同じ内容です。◆申込：11/25（水）から中央図書館窓

●西館

：12/29-1/3

●南館

口・電話で受付 ◆各回：25 人（先着）◆対象：高校生以上

●北館

：12/29-1/3

●中之島館 ：12/28-1/4

●寺泊館

：12/28-1/4

●大河津地区

●栃尾館

：12/28-1/4

コ ン サ ー ト

●栃尾美術館 ：12/28-1/4

12/23（水・祝）

クリスマス・コンサート 2015
◆演奏者：演奏サークルぽんぽこ弦楽四重奏団
◆時間：14：00-15：15 ◆定員：180 人

◆申込：12/11（金）から

窓口・電話・ＨＰで受付（定員に満たない場合は当日入場可）
◆対象：子どもと保護者（小学生以下は要保護者同伴。大人のみも可）

図書室

：12/28-1/4

●文書資料室：12/29-1/3

平成 27 年 10 月 1 日
長岡市立中央図書館 編集・発行
長岡市学校町 1-2-2
℡.0258-32-0658
メール：lib@city.nagaoka.niigata.jp

