長岡市立中央図書館 報
し

～「読みたい・識りたい」そういう図書館がある～
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2016★春号

＜特集＞アオーレ長岡

４周年！

アオーレ長岡は４月で４周年を迎えました。
誰もが憩い集う市民交流の拠点として、さまざまなイ
ベントが企画され賑いをみせています。
アオーレ長岡の魅力を本で
再発見してみませんか。
『aóre

アオーレで会おうれ。
“会えるところ”を建築する。』

『隈研吾オノマトペ建築』

隈 研吾／著

隈 研吾／著

森本 千絵／著

エクスナレッジ

藤井 保／著
丸善出版株式会社
「会いましょう」を意味する地域の言葉から生ま

打ち合わせの際、感覚に近いオノマトペを多用され

れた、
「アオーレ」
。新しい出会いから新しいものが

るという隈研吾さんが、自らが手掛けた 32 の作品を、

生まれる場所としてアオーレは誕生しました。その

11 のオノマトペに分けて紹介した一冊です。

誕生に携わった三人のアオーレへの想いがキラリと

ちなみにアオーレ長岡は「ぱたぱた」。どうして？

光ります。あの場所へ、アオーレへ。また出かけた

と思われた方、この本を手に取ってお確かめくださ

くなる一冊です。

い。

『RePUBLIC

（Ｎ．Ｙ）

（Ｋ．Ｍ）

公共空間のリノベーション』
『Pen 2011 年 11 月 15 日号
1 冊まるごと森本千絵。』

馬場 正尊／著
Open A／著
学芸出版社

阪急コミュニケーションズ

議場をガラス張りにして透明化すること＝政治と
市民の距離を近づけること。市役所の一部分を市民

森本千絵さんは、アオーレ長岡のロゴマーク、ア

に開放すること＝遠い存在であった市役所を身近に

オーレバードをデザインしたアートディレクターで

感じること。アオーレは政治や行政を外部に開こう

す。ミスチルのＣＤジャケットやＮＨＫ朝ドラ「て

というメッセージが空間化されていると本書では評

っぱん」のオープニング映像など、彼女の仕事を一

価されています。他に数多くの施設の紹介があり、

度は目にしたことがあるのでは。見る人に強い印象

比較することでアオーレの空間の素晴らしさを再認

を残す森本さんのデザインの数々を本書でご覧くだ

識できます。

さい。

（Ａ．Ｉ）

（Ｋ．Ｎ）

＊このページで紹介した本は、中央図書館一般コーナー検索機付近に展示しています。また、アオーレ関連の本は
郷土コーナーにもありますので、ぜひご利用ください！

長岡の町を走る図書館

米百俵号を紹介します！
米百俵号とは・・・
図書館から離れた地域を中心に、市内各地を巡回し、本の貸出を行っています。オレンジ色の１号車と青色の２号
車があります。大人向けの小説、料理、園芸、その他実用書をはじめ、
子ども向けの絵本や読み物、紙芝居など、約２０００冊の本を載せています。
市内１０２ケ所を巡回し、年間５万冊以上の利用があります。
バスを見つけたらぜひ立ち寄ってみてください！

米百俵号の便利なところ
その１

あなたの町にも図書館がやってくる！？

市内各地を巡回している米百俵号。実はあなたの住んでいる町にも
お邪魔しているかもしれません！
詳しい巡回地域や日程は図書館窓口、またはホームページからどうぞ。

その２

借りた本は市内各地で返せます！

借りた本は米百俵号のほかにも、市内の図書館・取次所でも返却可能
です。図書館で借りた本を米百俵号で返すこともできます。

その３

読みたい本がバスになくても取り寄せ可能です！

ご希望の本がバスにない時は、予約することができます。
書名などを職員にお伝えください。
予約はホームページから行うこともできます！

その４

新刊本も取り揃えています☆

米百俵号には多くの新刊本を取り揃えています。
巷で話題の新刊本が見つかるかもしれません！

●本を借りるときのルール

たくさんの児童・園児が心待ちに

・貸出カードが必要です。

●Ｈ２８年度から新しい
ステーションが増えました！

してくれています。

・貸出点数は１０点までです。

・陽だまりの家（三ツ郷屋 2 丁目）

もちろん大人の方の利用もたく

・貸出期間は次の巡回日までです。

・うらら長岡（越路･浦）

さんあります(*^^*)

・貸出カードは市内図書館または

・みしま中央保育園（三島･上岩井）

車内の様子です。

米百俵号で作ることができます。
米百俵号日程

：

米百俵号巡回マップ ：

https://opac.lib.city.nagaoka.niigata.jp/user-guide/bm/bm-schedule.html
http://www2.wagmap.jp/nagaoka/top/select.asp?dtp=169&pl=3

東日本大震災から５年「絆の記憶と記録」～文書資料室だより～
文書資料室は、平成 28 年 2 月 23 日から 3
月 20 日まで、南相馬市立中央図書館（福島
県）を会場に、連携展示「南相馬と長岡～絆
の記憶と記録」を開催しました。東日本大震
災をきっかけにした南相馬市民と長岡市民
の連携・交流の軌跡を、長岡市災害復興文庫
の東日本大震災避難所資料や南相馬市立中
央図書館「震災・原発事故コーナー」の蔵書
などからたどる展示です。
震災発生後、長岡市は南相馬市から 538
人の被災者を北部体育館・南部体育館に受け
入れました。文書資料室は、掲示物・配布物

す避難所資料を中心に展示しました。長岡市
災害復興文庫に集積された記録の数々から
は、被災地との絆の記憶、災害に負けない前
向きな市民意識、そして、災害を風化させず、
経験と教訓を未来に伝えていこうとする思い
を読み取ることができます。 （田中 洋史）

や運営事務文書などの避難所資料を保全し、
長岡市資料整理ボランティアや新潟歴史資
料救済ネットワークと協働で目録公開に向
けた整理を続けています。
今回の展示会では、震災から５年にあた
り、長岡市民による被災者支援の広がりを示 ※連携展示は 10 月に長岡市でも開催します。

中央図書館所蔵資料紹介

№１４８

牧野忠恭

書

ただゆき

牧野忠恭（1824～78）は、愛知の西尾藩主・松平乗寛の子で、長岡
の 10 代藩主忠雅の養子として迎えられ、安政 5 年（1858）に 11 代藩
主となります。幕府の役職のなかでも、大名が将軍に謁見する際の要
職である「奏者番」をかわきりに、寺社奉行や京都所司代、老中を歴
任しました。
江戸後期の長岡領内では、たびかさなる災害に加え、栄えていた新
潟湊が幕府の直轄領になるなど、財政難にも苦しみます。忠恭は 4 歳
下の河井継之助を登用し、その手腕を発揮させましたが、時代の大き
な渦のなかに、長岡藩もいやおうなく巻き込まれて、やがて北越戊辰
戦争へと向かうのです。
この書が揮毫された時期は不明ですが、書かれた文字は「万歳緑春
色」。万歳とは祝福する思いを唱える言葉でもありますが、
「長い歳月」、
または「長く栄える」という意味もあります。
新芽のやわらかな緑を目にした忠恭が、春の訪れに喜びながらも、
世の中への願いを込めたのかも知れません。
幕府と長岡藩との両方に心をくだき、波乱の時代を送ったからこそ、
変わることなく迎えられる春の尊さに筆を染めたのでしょう。
（小熊 よしみ）
☆4 月 1 日（金）から 30（土）まで中央図書館のエントランスで展示します。

4 月～6 月 イベント
映

画

会

★入場無料・申込不要 講堂 14：00～（開場 13：30～）

4/3（日）「女たちの都

ﾜｯｹﾞﾝｵｯｹﾞﾝ」2012 年/日本（103 分）

4/26（火）ｼｪｲｸｽﾋﾟｱ没後 400 年「ハムレット」1948 年/ｲｷﾞﾘｽ（153 分）
日伊国交 150 周年ｲﾀﾘｱ映画会
①5/7（土）
「明日を夢見て」1995 年/ｲﾀﾘｱ（114 分）

イ べ ン

ト

まちなかで気軽に本を楽しもう！

「まちぼン」5/8（日）まで開催中

②5/24（火）「あしたのﾊﾟｽﾀはｱﾙﾃﾞﾝﾃ」2010 年/ｲﾀﾘｱ（113 分）

現在、大手通りの公共施設５か所で、中央図

6/5（日）「100 回泣くこと」2013 年/日本（116 分）

書館の蔵書を、特別に展示しています。お買

6/22（水）
「みつばちの大地」2012 年/ﾄﾞｲﾂ・ｵｰｽﾄﾘｱ・ｽｲｽ（96 分）

いものの合間など、ちょっとお時間のあると

7/8（金）「汚名」1946 年/ｱﾒﾘｶ（101 分）

きに、お気軽にお立ち寄りください。貸出は
できませんが、会場内で自由にご覧いただけ
ます。中央図書館職員を中心に、施設利用者
や高校生も加わって、それぞれの会場にあっ

講 座

た本を選びました。各会場の個性を楽しみな

子ども読書活動推進計画関連講座

がら、巡ってみてはいかがでしょうか。

５/２２（日）初 心 者 向 け 講 座 ～ 読 み 聞 か せ っ て な あ に ～

【まちぼン会場】

◆時間：10：00-11：30

◆タニタカフェ

◆地球広場

◆対象：主に保育・教育に携わる方、読み聞かせ初心者の方

◆まちなかキャンパス

◆講師：高橋啓美（当館司書）◆会場：２階

◆カーネーションプラザ

講座室１

◆まちなか絵本館

◆定員：25 人（先着）◆申込：5/11（水）から窓口・電話で受付

★ 栃 尾 美 術 館 ★ 展 覧 会 情 報 ★
・日本刀の美～日本美術刀剣保存協会長岡支部会員愛刀展
4/23（土）～6/5（日） 一般 300 円

・・ ・

個人所有の愛刀や拵え、武具類等を展示します。毎週日曜日には
展示解説等を行います。お気軽にご参加ください。
◆4/24（展示品解説）◆5/1（日本刀ができるまで）◆5/8（会津兼定
について）◆5/15（歴史の中の日本刀）◆5/22（刀装具初心者講座）
◆5/29（日本刀ができるまで）◆6/5（越後の刀工）
いずれも午後２時～（約１時間）申込不要 直接会場へ 要観覧券

お知 らせ

・・・

■１階参考コーナーと２階自習コーナーでは
Wi-fi ﾌﾘｰｽﾎﾟｯﾄがご利用いただけます。
■２階自習室でのタブレット使用が可能にな
りました。
※２階自習室・コーナーには電源の用意があ
りません。ご了承ください。

※上記の内容は、変更になる場合があります。

・館所蔵品展～初夏の展示
一般 200 円

6/11（土）～7/10（日）

お問い合わせ：栃尾美術館

℡.0258-53-6300

平成 28 年 4 月 1 日
長岡市立中央図書館 編集・発行

くわ

長岡市学校町 1-2-2

℡.0258-32-0658

mail：lib@city.nagaoka.niigata.jp

