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～「読みたい・識りたい」
そういう図書館がある～

『激走！日本アルプス大縦断

『監督の問題』

～2018

本城 雅人／著

齊藤 倫雄／著

講談社

NHK 取材班／著

創設３年目の野球チーム
「新潟 OC アイビス」に監
督として就任したのは、現
役を引退したばかりの元スラッガー。
日々迷いながら、ゆっくりと、しかし着実に
チームは団結し成長していきます。バラバラだ
った万年最下位「新潟 OC アイビス」の快進撃
が始まります。

おすすめ
図書紹介

集英社
人はなぜここまで駆り立て
られるのか――。日本で最も
過酷な山岳レース「トランス
ジャパンアルプスレース」。日
本海から太平洋まで３つのアルプス越えを含め
たその距離 415km。心身の限界に挑む選手たち、
そして彼らを追う取材クルー、ドキュメントを
超えた「超人」たちの闘いの物語です。

この秋はスポーツに注目してみませんか？

『サムライブルーの料理人
サッカー日本代表専属シェフの戦い』
西

終わりなき戦い～』

芳照／著

白水社
長年にわたり、サッカー
日本代表選手を食事面で支
えてきた専属シェフの奮闘
記です。西シェフの言葉か
らは、選手が試合で十分な力を発揮するには
「食」がとても大切であることが伝わってきま
す。選手の活躍を支える舞台裏のスタッフの丁
寧な仕事を知ることができるのは貴重です。

『日本ラグビーヒーロー列伝
歴史に残る日本ラグビー名選手』
ベースボール・マガジン社／編著
ベースボール・マガジン社

今年のラグビーワールド
カップは、アジア初・日本
での開催となりました。
坂田好弘、平尾誠二ら、
日本のラグビー界を引っ張っ
てきたレジェンドをはじめ、現在活躍中の五郎丸
歩、リーチマイケルといった現役選手の知られざ
る生い立ちや想いが綴られている一冊です。

＊このページで紹介した本は、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！

所蔵資料の検索機
所蔵資料の検索機でできること
メニュー画面

②視聴覚資料検索（ジャンル別）
・CD や DVD など視聴覚資料をジャンル別に探すことができ
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③
⑤
⑥

④

ます。

③新着資料
・図書館に新しく入った資料の一覧を見ることができます。

④貸出回数ランキング・予約件数ランキング
・図書館でもっとも読まれている資料や予約の多い資料を調べ
ることができます。

タッチパネル方式です。画面に触って操作する
ことができます。
中央図書館の館内には５台設置してあります。

①標準蔵書検索・詳細蔵書検索

⑤お知らせカレンダー
・長岡市立図書館全館の開館日を知ることができます。

⑥利用状況確認・設定変更

・本や雑誌などを探すことができます。

・借りている資料、予約した資料、リクエストした資料、借り
たことのある資料を確認することができます。

・予約することができます。
・本や雑誌などの場所を調べることができます。

・利用者情報の設定変更ができます。

こんなときは？
べっち

○所蔵レシートの見方

○別置記号とは
べっち

・請求記号のこのアルファベットは別置記号といい、この資
料が特別なコーナーにある事を示しています。
【別置一覧】

この本は中央図書館、一般コーナー

記号

場所

記号

場所

Ｊ

歴史時代小説文庫

Ｃ

子育て支援コーナー

Ｐ

パソコンコーナー

Ｘ

ビジネス図書

Ｚ

新書

Ｇ

花と緑のコーナー

べっち

新書（別置Ｚ）棚にあります。
ただし、現在貸出中のため、予約が
必要です

（別置記号の一例です。この他にもたくさんあります。
）

○資料を予約するには
・貸出カードとパスワードが必要です。
・図書館窓口で申請することで取得することができます

・
「所蔵場所」が「閉架」「郷書」「ＢＭ」のものは書庫にあ
※貸出カードとご住所の確認できるもの（免許証・保険証な
りますので、職員がお持ちします。
ど）をお持ちください。

パソコンや携帯電話でも同様のことができます。ぜひご利用ください。
長岡市立図書館

検索

▼スマホサイト

図書館ＨＰ：https://www.lib.city.nagaoka.niigata.jp/（スマホも対応）
携帯サイト：https://opac.lib.city.nagaoka.niigata.jp/m/index.html

▼携帯サイト

記録写真から振り返る中越大震災 15 年
平成 16 年 10 月 23 日の中越大震災から 15 年が経
ちました。大災害の経験と教訓は、メモリアル施設の
活動や防災教育の機会などを通して、様々なかたち

～文書資料室だより～

て取り組んだ復旧・復興の軌跡を写真から振り返る
ことができます。
「ひなぎく」は、パソコンやスマートフォンなどか
ら閲覧できます（アドレスは http://kn.ndl.go.jp）
。

で語り継がれています。
文書資料室は、市内の学校とコミュニティセンタ

ぜひ御覧ください。

（田中洋史）

ーで撮影された記録写真を「長岡市災害復興文庫」の
資料として収集・保存しています。これらの記録写真
の一部は、国立国会図書館のポータルサイト「東日本
）へ提供してい
大震災アーカイブ」
（愛称「ひなぎく」
ます。今年度は、長岡市太田コミュニティセンターか
ら収集した写真約 130 点を 10 月に追加掲載します。
太田地区は、地震によって甚大な被害を受け、住民
の多くは仮設住宅での避難生活を余儀なくされまし
た。
「ひなぎく」に提供する写真は、道路・施設の被
害状況や、仮設住宅の集会場で行われた配食サービ
スなどの被災者支援に関するものです。住民、ボラ
ンティア、コミュニティセンター職員が一体となっ

☆操車場南仮設住宅（長岡市千歳 1、現長岡シビックコア地区）に積もる
雪。平成 18 年 2 月 6 日、太田コミュニティセンター職員撮影。震災後、
平成 17・18 年は 2 年連続の豪雪でした。

中央図書館所蔵資料紹介 №162 山田方谷 書
山田方谷（1805～77、名は球）は、文化 2 年、備中松山（岡
山県高梁市）で生まれ、幼少期に親元を離れ丸川松隠塾に入

月映清渓影可親
荒村亦有賞秋者

門します。10 代で両親と次々死別してしまい、家業の製油業
を継承しつつ勉学に励みました。やがて方谷の行いは藩主に
認められ、松山藩の藩校有終館の代表を任されるまでになり、
さらに藩の財政を建て直すという重要な役割も担います。
、河井継之助がその教えを請うために遠く
安政 6 年（1859）
方谷の門をたたいたことは有名で、長岡藩の財政改革の手本
とされました。

虫声露気愛涼新
枕水茅廬夜坐人
山田球

書家としても優れていた方谷は、生涯で千首以上の漢詩を
残しており、今回紹介する書は、
「渓村秋事」と題した 4 首の
うちの 1 首です。
「月の光に照らされ、谷川の清らかな流れが浮かびあがる。
あたりから露気をおびた虫の声も聴こえてきて、新たに涼し
さが感じられ心地よい。貧しい村であっても、秋という季節
はいいものだ。川をのぞむ小屋にいてのんびりと過ごすよ。
」
方谷にとって、原点でもある農村の暮らし。一年の苦労が
実る秋、喜びの杯を傾けているのでしょうか。
（小熊よしみ）

※書の右肩にある引首印は「明鏡止水」です。
☆中央図書館のエントランスギャラリーで、１０月１日（火）から１０月２９日（火）まで展示します。

10 月～12 月 イベント
講演会

映画会
入場無料・申込不要 2 階講堂

長岡が生んだ小説家

松岡譲 没後５０年記念講演会
「松岡先生の東京の腰巾着」
夏目漱石から「越後の哲学
者」と呼ばれた松岡譲。生前
の松岡と交流のあった、國學
院大學名誉教授 小林達雄さ
んから、松岡譲との思い出
や、人物像についてお話しい
ただきます。

開場は上映開始時間の 30 分前です。

10/12(土)
14：00～15：55

時よとまれ、君は美しい
ミュンヘンの 17 日
1973 年/アメリカ（109 分）

中越地震から 15 年

10/23(水)

1000 年の山古志
2011 年/日本（93 分）

14：00～15：40
読書週間名作映画会

11/3(日祝)

アンネ・フランクを忘れない
1995 年/アメリカ（117 分）

14：00～16：05
國學院大學名誉教授
小林達雄さん

拉致問題を考える映画会

【日時】11 月 10 日(日)
午後２時～午後３時 30 分
【会場】中央図書館 ２階 講堂 【料金】無料
【講師】國學院大學名誉教授 小林達雄さん
【定員】180 人(先着)【対象】高校生以上
【申し込み】10 月 11 日(金)午前 9 時 30 分から、
中央図書館窓口・電話(℡32-0658)・
ホームページで

■松岡譲 関連資料展

11/1(金)～12/1(日)

11/19(火)
14：00～15：35

2006 年/アメリカ（88 分）

12/7(土)

め

1986 年/日本（97 分）

12/22(日)
10：00～11：00

・スノーマン
・スノーマンとスノードッグ
1982 年・2013 年
/イギリス（26 分・24 分）

14：00～15：45

図書館資料に親しむ

お

男どき女どき

14：00～15：45

中央図書館１階エントランスで、図書館が所
蔵する松岡譲の書画を中心に展示します。郷土
が生んだ偉大な作家の貴重な資料を、どうぞご
覧ください。

講座

めぐみ
－引き裂かれた家族の 30 年

スウィング・ホテル
1942 年/アメリカ（100 分）

初心者向け
講座

くずし字を読んでみよう
～万葉集の世界～
りゃく げ

図書館所蔵の和本『万葉集 略 解』をテキストに、
ワークショップ形式で学びます。
【日時】12 月 6 日(金)午前 10 時 30 分～正午
【会場】中央図書館 ２階 講座室１
【講師】小熊 よしみ（当館嘱託員）
【対象】高校生以上
【定員】30 人（先着） 【料金】無料
【申し込み】11 月 19 日(火)午前 9 時 30 分から、
中央図書館窓口・電話(℡32-0658)で

蔵書検索ができる！
ホームページは
こちら

楽しい催しいっぱい！
フェイスブックは
こちら

令和元年 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
mail：lib@city.nagaoka.niigata.jp

