
 

 

南部図書館から参りました内山と申します。 

不慣れなことも多く戸惑いの日々ですが、早く

皆様のお役に立てるよう努めたいと思います。

よろしくお願い致します。 

              司書 内山 

 南部図書館から参りました塩入と申します。 

少しでも早く長野図書館に慣れ、皆様のお役に

立てるよう努めてまいりますので、よろしくお

願いいたします。 

              司書 塩入 

 

令和元年度 年間貸出 BEST10 

 

市立長野図書館としょかんだより 

 

★開館時間 平日    9:45-19:00  

土･日･祝   9:45-18:00  

 

５月から長野図書館に参りました中村元彦と

申します。久々の図書館業務、初めての公立図

書館ですが、早く仕事に慣れお役に立ちたいで

す。どうぞよろしくお願い致します。 

              司書 中村 
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開館カレンダー 

【一般資料ベスト１０】 

 

１位：コンビニ人間      村田沙耶香  《Ｆム》 

２位：沈黙のパレード     東野圭吾    《Ｆヒ》 

３位：昨日がなければ明日もない  宮部みゆき   《Ｆミ》 

４位：蜜蜂と遠雷       恩田陸    《Ｆオ》 

５位：九十歳。何がめでたい  佐藤愛子   《Ｆサ》  

そして、バトンは渡された  瀬尾まいこ    《Ｆセ》 

７位：かがみの孤城      辻村深月   《Ｆツ》 

８位：新章神様のカルテ    夏川草介   《Ｆナ》 

９位：ノースライト       横山秀夫   《Ｆヨ》 

１０位：未来           湊かなえ   《Ｆミ》 

花の鎖          湊かなえ   《Ｆミ》 

 

 

【視聴覚資料ベスト１０】 

 

１位：一之輔の、今んところ《 ７７９シ》 

２位：味噌蔵《７７９ ヤ》 

３位：ヴォーカリスト＆バラード ベスト《７６７ト》 

４位：志の輔らくごのごらく ６   《７７９タ６》  

５位：ナンバーワン ムービー・ヒッツ 《７７８ナ》  

６位：山口百恵 日本の四季を歌う《７６７ヤ》  

７位：あの素晴らしい曲をもう一度《７６７ア》  

８位：桂歌丸名席集 第４巻 《７７９カ》  

９位：古今亭志ん朝２ 《７７９コ２》 

１０位：春風亭一之輔 《７７９シ》 

 

５位：  

６位：  

７位： 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

７　月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

６　月

４月発表文学賞 

● 2020 年本屋大賞              

『流浪の月』 

凪良 ゆう／著 東京創元社 《F ナ》 

新型コロナウイルス感染防止のため、

映画上映会は当面の間中止いたし 

ます。 

７月以降につきましては決まり 

次第、ホームページ等でお知らせ 

します。 
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２０１７年にイギリスでリリースされ、２０１９

年の初来日に合わせて国内盤として発売された、ノ

ルウェーの合唱団カントゥスの CDです。 

 カントゥスは、学生、消防士、教師など多彩なメ

ンバーで構成されたアカペラの女声合唱団。 

 このＣＤには「ヴェリィ」「オーロラ」「夜のヨ

イク」など、１２曲が収録されています。 

 透き通った歌声は聴く人を癒してくれることでし

ょう。 

 

外出自粛生活中、SNS（ソーシャル・ネット

ワーキング・サービス）では、「読書文化の普及

に貢献するためのチャレンジで、好きな本の説明

はなく表紙画像を 1 日 1 冊紹介し、7 日間投稿す

る」というルールで、ブックカバーチャレンジと

いうのが流行っていました。一般の方から著名人

まで多くの方が参加されていて、幅広いジャンル

の本が紹介されていました。読書時間の参考にし

てみてはいかがでしょうか。 

 

『オーロラの歌声』《７６７オ》  

』《》  

 

♪小んなうた亞んなうた こどものうた編 
《７６０コ》 

♪ナポリとパリのそよ風《７６３ラ》 

♪ＤｉＳＮＥｙリトルマーメイド《７６６テ》 
♪５分落語 第３巻《７７９コ３》 

♪日本の盆踊り集  《７９９ニ》 

 

 

 

観たり聴いたり 

新 刊 案 内 

 《》内は背ラベルに記載の請求記号です 

 

『国立公園を旅する』 

日本国際放送企画 ＮＨＫ出版／編集  

ＮＨＫ出版        《291.09 コ》 

絶景を生んだ物語を見に行こう! 阿寒摩周国立公園+

釧路湿原国立公園、日光国立公園、慶良間諸島国立公

園などを取り上げ、世界に向けて発信したい日本の国

立公園の魅力を余すところなく紹介。全国国立公園ガ

イドも収録。 

『いつになったら宇宙エレベーターで月に行けて、 

３Ｄプリンターで臓器がつくれるんだい！？』 

ケリー・ウィスナースミス  ザック・ウィスナ

ースミス／著       化学同人《504 ウ》 

ニュースに出てきたあの科学技術はホントに実現で

きるの? どこまで進んでいるか、何が障害になってい

るかを詳細な解説とシュールな漫画で紹介した、愉快

な科学読み物。宇宙エレベーターの 3D 画像が見られ

る QR コード付き。 

『思わず見とれるゼリースイーツ』 

大越郷子（おおこし・さとこ）／著 

誠文堂新光社        《596 オ》 

スパークリングワインのゼリー、卵プリン、ぷるぷる

グミ、水ようかん、あじさい寒天、フルーツのテリー

ヌなど、「ゼラチン」「寒天」「アガー」3 種のゼリ

ー粉末で作るスイーツを紹介。それぞれの使いかたの

コツがわかる。 

『濱地健三郎の幽（かくれ）たる事件簿』 

有栖川有栖（ありすがわ・ありす）／著  

ＫＡＤＯＫＡＷＡ       《Ｆア》 

探偵・濱地健三郎には鋭い推理力と幽霊を視る能力が

ある。ミステリー研究会の部室で頻発する奇妙な現

象、良き父親を襲う不可思議な発作…。これは怪異か

トリックか? 異才の名探偵・濱地健三郎の事件簿第 2

弾。7 篇を収録。 

 

『ディック・ブルーナ』 

ブルース・イングマン ラモーナ・レイヒル／著 

河出書房新社       《726 フ》 

“ミッフィー”はどうやって生まれたの? 世界中で愛さ

れるキャラクター“ミッフィー”を生んだディック・ブ

ルーナ。彼の仕事と生涯を、イギリスの絵本研究者が丹

念にたどる。ミッフィー誕生 65 周年記念出版。 

『パトリックと本を読む』 

ミシェル・クオ／著 神田由布子（かんだ・ゆ

うこ）／訳       白水社  《936 ク》 

もっとも才能のあった教え子が罪を犯した。教え子

パトリックとの面会のため拘置所に通う教師で法学

生のミシェル。ともに本を読むことで、貧困からく

る悪循環にあえぐ青年の心に寄り添おうとする。自

己発見と他者理解の記録。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                   

 

今月の  
テーマ本    
 

新
着 

～新着 CDからピックアップ！～ 

ブックカバーチャレンジ 
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