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～「読みたい・識りたい」
そういう図書館がある～

『笑うフェルメールと微笑むモナ・リザ
名画に潜む「笑い」の謎』 元木
小学館

幸一／著

「笑う」といっても、人
の表情には複雑な感情が含
まれます。フェルメールの
絵のような微笑ましい微笑
もあれば、気持ちの悪い笑
顔もあり、ときに見る者に
も、にやりとした笑いを誘
います。本書ではそんな西洋絵画における笑い
の裏側にある物語を読み解いていきます。

『69 sixty nine』
村上 龍／著
集英社
時は１９６９年。全共闘
時代を背景にしながらも、
欲求のまま青春を突き進む
男子高校生たちのハチャメ
チャ劇です。この小説には
難しい思想も“クソ”もな
く、コミカル満点。所々に
出てくる大文字フォントには笑うしかない！楽
しさに満ちた村上龍氏の異色作です。

笑う門には福来る

～寒い冬、にっこり笑って心から温かくなってみませんか～
『もものかんづめ』
さくら

ももこ／著

『それ、どこで覚えたの？』
集英社

ゴウ

ヒデキ・藤木

フラン／編

新潮社

この本は「ちびまる子ち
ゃん」で有名なさくらもも

ツイッターには、我が子
との何気ない日常をつぶや

こさんのエッセイです。短
大時代に健康食品売場でア
ルバイトしたを話や、身体
の調子をよくするために健
康ランドへ通った話など、
Ⓒさくらプロダクション
筆者の日常が綴られています。どんなことも自
分の受け止め方で楽しい出来事になると感じた

いた投稿がたくさんありま
す。そのなかでも編者が特
に面白いと感じたものを厳
選してまとめた１冊です。
子どもたちの純粋な疑問
や発言に、読んでいるこちらも笑顔がこぼれま
す。また、可愛らしいしぐさに、心が温かくな
ります。

１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！

大人にも
おすすめ！

コーナーへ ようこそ !
YA コーナーとは？
YA とは、ヤングアダルト（young adult）の略称で、13 歳から 19 歳くらいまでの「子どもでも大人でもない世代」
を指す言葉です。このコーナーは、そんな多感な時期の心を豊かに膨らませ、ときには悩める皆さんの心の羅針盤となっ
てくれる本がたくさん揃っているんです！そんな YA コーナーですが…、実は大人の皆さんが読んでも、楽しめる！ため
になる！のです。ぜひこの機会に、YA の魅力に浸ってみませんか。

こんなときに！
●「一般書だと難しすぎる！」なんてテーマはありませんか？政治・経済や哲学、科学など…。そんなときは YA コーナー
をのぞいてみてください。わかりやすく解説された本がたくさん見つかりますよ。
●少しの空き時間でさらっと本を読みたいとき、YA コーナーの本をどうぞ！日本＆海外の小説から実用書まで、様々な
ジャンルの本が揃っています。話題のライトノベルや映画のノベライズ本もあります！
『就職活動１冊目
の教科書 〜「納
得の内定」をめざ
す〜』
就活塾キャリア
アカデミー / 著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
就活の不安・疑問
をこれ１冊で解消！

『夢をかなえる大学
選び 〜令和時代に
花咲く学び方〜』
船橋 伸一
河村 振一郎 / 著
飛鳥新社
これからの大学受
験の本質と必要な
情報を網羅。

●YA 世代の一番の関心事、それは進路選
択ではないでしょうか。
YA にもビジネスコーナーがあり、様々
な職業、受験や就職に関する本、人気
のお仕事小説も揃っています。お子さ
んやお孫さんが進路に悩んでいるとき、
YA ビジネスコーナーの本を薦めてあげ
るのはいかがでしょうか？

なんだか心がお疲れ気味…
心がモヤモヤ、曇り空。悩める YA 世代だけでなく、癒されたい大人の皆さんにも、ご利用をおすすめする理由があります。
一冊の本を読み切った後には充足感がありますよね。一説によれば、読書にはストレス解消効果があるそうです。
ＹＡコーナーの特徴は、読み切りやすい本が多いことと、実用書から小説、そして絵本や写真集まで、様々なジャンル
の本がギュッと集まっていること。なぜかというと、図書館員がＹＡ世代にぴったりだと考える本を児童書・一般書・専
門書の垣根を越え、セレクトしてきた本だから。気分転換も兼ねて、ぜひ YA コーナーでお好みの本を探してみてください！
『古典の裏』
松村

瞳/著

すぎやま えみこ / マンガ

笠間書院
４コマ漫画も交
えて、面白さ満
点の古典裏話を
ご紹介！

『レオナルドの謎』
利倉 隆 / 構成・文
二玄社
予備知識は必要なし！
わかりやすくダヴィ
ンチの世界をご案内。
※シリーズ本です。
他の画家の本もあります。

『草にすわる』
市河 紀子 / 選詩
保手濱 拓 / 絵
理論社
スッと心に染み込ん
でいくような詩を集
めた、癒しの一冊。

令和の時代に

館長通信

天皇陛下の即位で新しい令和の時代が始まりまし

んからは、紙芝居舞台６台をご寄贈いただきました。

た。心新たな気持ちで初めての新年を迎えられた方

ご家庭でも気軽に舞台を使って紙芝居のワクワク感

も多いことでしょう。

を味わってほしいというお心遣いを、大変嬉しく有

中央図書館では、昨年の４月から５月にかけて歴

難く思っております。皆さんの関心が高く、常に貸出

代天皇や新元号「令和」の出典である万葉集のコーナ

中の状態で予約を受け付けている状況です。

ーを設け、多くの方々から日本の歴史や古典に親し

新しい時代となり、東京オリンピック・パラリンピ

んでいただく機会となりました。また、当館で所蔵す

ックなどの明るい話題の中で、経済の低迷や、人口減

る江戸時代後期の和本「万葉集略解」をテキストに、

少など様々な課題を抱える昨今です。急速な情報化

くずし字を読む講座を開催し、好評を博しておりま

社会の進展のなかでライフスタイルも変化し、様々

す。図書館では、時宜に応じた講座やイベントなどを

なデジタル機器は生活から切り離せない世の中にな

企画しておりますので、多くの方々からのご参加を

りました。図書館では本の検索や予約などの図書館

お待ちしております。

システムや外部データベース検索、古文書等貴重資

さて、図書館運営に御協力いただいているボラン

料のネットミュージアム公開を行っておりますが、

ティアの方々のご活躍をこれまでもお話させていた

電子書籍の導入には至っておりません。全国で公立

だいておりますが、昨年春の新潟県読書運動推進協

図書館を設置している自治体数 1,380 自治体のうち

議会からの表彰に引き続き、秋には、長岡市表彰１

電子書籍貸出を行っているのは 89 自治体、6.2％

名、地域社会貢献者褒賞として９団体と６個人の

（2019.11 電子出版制作・流通協議会調べ）にとどま

方々が表彰を受けられました。図書館に寄せてくだ

り、コストや運用の面で多くの課題がある現状です。

さる皆様の温かいお気持ちとご尽力に、改めて心よ

先進図書館の動向を注視しながら従来の書籍の良さ

り感謝と御礼を申し上げます。

や価値を大切に読書普及に努めるとともに、時代の

また、秋の読書週間を前にした１０月、市内で紙芝

要請に応え IT 化にも対応し、図書館サービスの充実

居の普及活動に取り組まれている「紙芝居塾」の皆さ

を図っていきたいと考えております。
（山田あゆみ）

中央図書館所蔵資料紹介
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草生鉄蕉

草生鉄蕉（1856～1931、名は政治）は、江戸時代末期、長岡藩士草
生惣蔵の子として千手に生まれました。藩の御用絵師である飯島半耕
に南画を学び、藩士高野貞吉（山本五十六の父）から書を習います。
明治 24 年、鉄蕉 35 歳の時、北陸をはじめ諸国を歴遊し、その際、
京都で活躍していた南画家の田能村直入に大きな影響を受けました。
鉄蕉は明治 30 年以降に長岡へ戻ったのちも、ほうぼうの山へ分け入
ってその風景を目に焼きつけ、帰って来ては絵筆を取り、技を磨いたと
言います。
今回紹介する山水画は、大正 14 年、古稀 70 歳記念の時に創作され、
賛（漢詩）も添えられています。
「こまかな雪が空から降ってきて、さらさらと大河へ溶けてゆく。雲
は、広大な天をおおい、あたりは薄暗くなる。しかし、風が吹き荒れ高
波になるよりは、むしろ良いということを、蓑を身にまとった漁師は知
っている。
」
雪国長岡に生まれ、人生の冬を迎えつつある鉄蕉。これまで幾度、暴
風や大雪を体験してきたことでしょうか。雪景色の持つ厳しさと美し
さのなかで、樹木に施された控えめな彩りがアクセントとなり、どこか
温かみを感じる画幅となっています。

（小熊よしみ）

☆中央図書館エントランスギャラリーで 1 月７日（火）から 1 月 30 日（木）まで展示します。

画賛

雪景

調べものに
使ってみませんか？

１月～3 月 イベント・おしらせ

データベース体験会
図書館には新聞記事や法律、雑誌記事を調べる
データベースがあります。初めての方向けに、職
員が説明する体験会を行います。
期日：1/8(水)、1/15(水)、1/22(水)
時間：午前 11:00 から 30 分程度
定員：各２名（先着）
申し込み：中央図書館窓口 ７番カウンター
※下記からお好きなデータベースを選んで、お申し込み
ください

映画会
入場無料・申込不要 2 階講堂
開場は上映開始時間の 30 分前です。

富士ファミリー2017

1/15(水)

2017 年/日本（88 分）

14：00～15：35

冬構え

1/25(土)

1974 年/日本（100 分）

14：00～15：45

アカデミー賞受賞名作映画会

データベース

概

要

ジャパンナレッジ
Lib

国内の百科事典や専門事典、辞書類
の膨大な知識を一括検索できます。

日経 BP 記事検索
データベース
D1-Law.com
第一法規 法情報
総合データベース

日経ヘルス、日経アーキテクチャー
など雑誌記事が検索できます。

2/9(日)

8 1/2
（ハッカニブンノイチ）
14：00～16：25

1963 年/イタリア（138 分）

ハルをさがして

3/7(土)

2015 年/日本（93 分）

14：00～15：40

フリーワードによる法律の条文、判
例、論文情報が検索できます。

日経テレコン 21

日経新聞、日経産業新聞など新聞記
事検索、人事情報などビジネス情報
の検索ができます。

官報

昭和 22 年からの官報を日付やキー
ワードで検索できます。
※コピーは 1 枚 10 円です

長岡市表彰
図書館の活動にご尽力され、このたび受賞された
みなさまをご紹介します。

◆長岡市表彰
多年にわたり図書館協議会委員として尽くされた功績
渡邉 誠介 様

◆長岡市地域社会貢献者褒賞
多年にわたり図書館ボランティアを続けられた功績
おはなし“ピッピ” 様
親子お話工作 様
紙芝居 のっぺ座 様
金曜おはなしくるりんぱ 様
水曜おはなしくるりんぱ 様
図書館友の会 なりふ 様
長岡民話の会 様
布絵本の会 グー・チョキ・パー 様
ライオンキッズ 様
金子 桂子 様
酒井 照子 様
笹岡 美佐子 様
鈴木 明美 様
丸山 玲子
様
矢島 佳子 様

3/20(金祝)

悪魔の発明
1958 年/チェコ（83 分）

14：00～15：30

特別図書整理のため
長期休館します
各館の休館日は以下のとおりです。

館

名

休館する期間

中央図書館

2/19（水）～ 2/27（木）

互尊文庫
西・南・北
中之島・寺泊
大河津・栃尾

2/22（土）～ 2/27（木）

長期休館に伴い、20

冊まで借りられます

※視聴覚資料（ＣＤ・ＤＶＤ等）は６点まで
期
間：中央図書館 2/1(土)～2/18(火)
地域図書館 2/1(土)～2/21(金)
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 2 年 1 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
3 月 1 日からメールアドレスが変わります
nagaoka@lib.city.nagaoka.niigata.jp

