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～県立長崎図書館郷土資料センターをご紹介します～

こんな図書館です

　県立長崎図書館郷土資料センターは、長崎市立山1丁目の旧県立長崎図書館跡地に、長崎県に関する郷土資
料の収集、保存、提供を行う施設として令和4年3月27日（日）にオープン。
　所蔵する郷土資料約19万冊のうちの約3万冊が並ぶ閲覧室や、窓際にカウンター閲覧席（14席）、新聞閲覧
席（2席）、商用データベースや映像資料等を閲覧できる情報検索用端末席（3席）を配置しており、窓越しに緑
の木々を眺めながら落ち着いた雰囲気で資料や端末等をご利用いただくことができます。

　長崎県出身の作家や長崎を舞台にした小説・随想など、長崎にゆかりの
ある文学作品を収集しています。企画展として当館所蔵の長崎ゆかりの文
学作品などをご覧いただけます。

　明治期以降の長崎県内で発行された資料等、県内に関するさまざまな資
料が収集対象です。なかでも特徴のある資料群として、明治末期に設立さ
れた雲仙公園事務所の旧蔵資料、島原鉄道の創設者植木元太郎氏の旧蔵資
料などがあります。

　分野別（文学・歴史・原爆など）と年代別（小学生・中学生・高校生・
一般向け）で 40冊を 1組とした「郷土学習セット」や、同じ本を複数冊
セットにした「同一本複数冊組」として原爆・平和学習の資料（小学生～
一般向け）を貸し出しています。各学校での学習、朝の読書活動などに、
また県民の皆様の生涯学習の資料としてご利用いただけます。

長崎ゆかりの文学

特徴ある近現代資料

郷土学習セット

交通アクセス

〇バス利用の場合
　【桜町公園前】　　　　下車：徒歩　5分
　【長崎歴史文化博物館】下車：徒歩　2分

〇JRを利用した場合
　JR長崎本線 【長崎駅】下車：徒歩 12分

〇路面電車を利用した場合
　【桜町】下車：徒歩７分

〇車利用の場合　■長崎インターから 14分
　　　　　　　　■芒塚インターから 11分
　　　　　　　　■長崎市役所から　　3分

※駐車場は、台数に限りがありますので、できるだけ
　公共交通機関でお越しください。
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長崎県公文書コーナー
歴史的文化価値を有すると認められる県の公文書の
うち、現用でなくなった文書などの閲覧ができます。

授乳室があるので、
小さいお子さん連
れでも安心です。

車いすに合わせ
て、机の高さが
調節できる席も
あります。

調べたいことや知り
たいことがあれば、
こちらへどうぞ。

窓越しに緑の木々を眺
めながら落ち着いた雰
囲気で資料等をご利用
できます。

郷土資料約３万冊が並
ぶ閲覧室です。

展
示
コ
ー
ナ
ー

自動貸出機で予約本
の受取ができます。

芸術・スポ
ーツ・娯楽

科学・医学
・技術・工
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宗教・科
学・医学

宗教

農林水産
業・通信

技術・工業・農
林水産業・通信

図書館・団体・学校
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育
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民
俗
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人
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観
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言
語
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外
国
語

絵本・文学

文学

原爆

文学

文学

自
動
貸
出
機

文学

文学

フロア
マップ郷土

資料センター

返却ポストは
24時間返却可
能です（開館
中はカウンター
へ返却してくだ
さい）。
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　ミライｏｎ図書館では、日本語を母語としない人にも図書館を利用して読書を楽しんでもらったり、日本語を
勉強したりすることができるように多文化サービスをおこなっています。
　３階一般資料開架・資料閲覧スペースには、外国語で書かれた小説や実用書などが約 3,700冊配置されてい
ます。英語のほか中国語やドイツ語などで書かれた本もあります。また、外国語で書かれた雑誌や新聞もあります。
　さらに、日本語を母語としない方向けの「日本語を学ぶコーナー」を設置したり、ミライｏｎ図書館の利用方
法を様々な言語ややさしい日本語で記した利用案内を置いたりしています。

多文化サービスについて多文化サービスについて

NEW YORKER（英語）

≪ 外国語雑誌 ≫

≪ 外国語新聞 ≫

Forbes（英語）
FORTUNE（英語）
Good Housekeeping（英語）

People（英語）
VOGUE（英語）
読者（中国語）
女性東亜（韓国語）

New York Times（英語）
The Japan Times（英語）
人民日報（中国語）
東亜日報（韓国語）

外国語の雑誌は３階雑誌コーナー
Ｅの棚にあります。

日本語を学ぶコーナー日本語を学ぶコーナー
　３階 16番の棚に、日本語を母語としない方が日本語を
勉強するための本を集めた「日本語を学ぶコーナー」が
あります。
　このコーナーには、日本語をレベル別に学習することが
できる「レベル別日本語多読ライブラリー にほんごよむよ
む文庫」や、日本の知識を吸収しながら日本語も同時に
学習することができる雑誌『HIRAGANA TIMES』など
を置いています。
　また、外国語で書かれた日本での暮らしに役立つ情報の
チラシなどを設置しており、ご自由にお持ち帰りいただけ
ます。

　１階こどもしつにも様々な言語で
書かれた絵本や雑誌が約 2,400 冊
あります。
　日本で人気のある絵本の英語版や
中国語版も所蔵しています♪
　ぜひ 1階こどもしつもご覧くだ
さい。
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閉架書庫のご紹介
　ミライｏｎ図書館には、およそ 177万冊の資料が収蔵
可能な閉架書庫があり、現在は約 100万冊の資料を書庫
で管理しています。館内の2階・4階・5階に位置しており、
電動書庫と手動書庫を併用しています。
　電動書庫は、ボタンを押すだけで書棚が動き、迅速に資
料を取り出すことができるようになっています。

閉架書庫には、

どのような資料が

あるの？

閉架書庫には、

どのような資料が

あるの？

どのくらい
本が入るの？

　閉架書庫には、出版年が古い資料、新聞や雑誌のバック
ナンバー等があります。
　開架閲覧室にお探しの資料が無い場合でも、閉架書庫に
あることがあります。閉架書庫の資料の探し方がわからな
い場合は、お気軽にスタッフへお声掛けください。

書　庫 1階こどもしつ
177万冊 4万冊

3階閲覧室
21万冊

こんな
ことしています

バックヤードツアーバックヤードツアー
書庫環境の管理書庫環境の管理

資料保存の役割資料保存の役割

　ミライｏｎ図書館では、バック
ヤードツアーを開催しています
（事前申し込みが必要です）。
　このツアーでは、図書館の利用
方法をご案内するとともに、利用
者の皆様は普段は入ることのでき
ない閉架書庫の中をご案内してい
ます。ご興味をお持ちの方は、ぜ
ひ一度ご参加ください。
　ツアーの開催予定については、
図書館のホームページ等でお知ら
せします。

　資料の長期保管を目的とし、書庫内環境の管理
を行っています。書庫内は、温度22℃、湿度55％
を目安とし、必要に応じて空調・除湿器を稼働さ
せています。

　県立長崎図書館では、購入や寄贈により収集し
た資料に加えて、県内の市町立図書館が除籍した
資料も受け入れ、保存しています。そのようにし
てできるだけ多くの種類の資料を県内で１冊は保
存することで、県内の資料保存センターとしての
役割を担っています。
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2021年度 第54回 全国優良読書グループ表彰団体のご紹介
この賞は公益社団法人読書推進運動協議会から読み聞かせボランティアなどすぐれた活動を行っている団体に贈られるものです。

時津町『人形劇 なづみ座』
　子どもたちに、温かさや夢のある人形劇を見てもらいたいと
時津町で活動を始めて、今年で31年目を迎えられました。
　会員13名で年間15～20回のボランティア公演を行い、依頼
があれば、町外・県外での公演も実施されています。
　なづみ座の人形・舞台・小道具は、すべて団員とその家族の
手作りです。
　研修などに参加してスキルアップを目指し、これからも人形
たちの力を借りて子どもたちの健やかな成長を願い、活動を続
けていきたいと語っていらっしゃいます。人形劇　なづみ座の皆さん

令和３年度 長崎県公共図書館等協議会表彰団体のご紹介

　11月8日に令和3年度長崎県
公共図書館等協議会表彰式を行
いました。
　長崎県内の公共図書館の発展
に貢献する活動で、県内各地で
特に優れた実践を行っている団
体を表彰しています。
　今年度は、諫早市の「諫早お
はなしの会」が受賞されました。 諫早おはなしの会の皆さん

ミライ on図書館からのお願いミライ on図書館からのお願い

編集・発行　長崎県立長崎図書館　大村市東本町 481番地　
ISSN 1344-5235

卒業・入学・異動の季節です。卒業・入学・異動の季節です。

借りたままになっている本はありませんか？図書館の本は県民共有の財産です。
万一返却されていない本がありましたら、ご返却をお願いします。

※メインエントランス入口横の返却ポスト（24時間対応）もご利用いただけます。
　ただし、CDなど破損の恐れのある資料についてはカウンターへ直接お返しください。また、住所
　等の変更があった方は、ミライ on図書館までお知らせください。
※県立長崎図書館郷土資料センター、大村市内にある公民館図書室や住民センターに設置してあるポ
　ストへも返却できます（詳細はミライon図書館ホームページ内の「県立長崎図書館郷土資料セン
　ター→9資料の返却について」及び「利用案内→大村市の皆さんへ」にてご確認ください）。

　平成 3年に結成し現在
6名で活動しています。
　図書館、学校、幼稚園、
保育園などでストーリー
テリングや本の読み語り
活動を実施しています。

 ー6 ー


