
利⽤状況 本 館 分館機能のあるコミュニティセンター
図書室

実績数 昨年同⽉⽐ 実績数 昨年同⽉⽐
来館者数 19,832⼈ 77.08％
貸出利⽤者数 12,708⼈ 87.7％ 6,466⼈ 106.2％
貸出冊数 55,465冊 109.2％ 29,941冊 114.5％

※コミュニティセンター図書室は、早岐・相浦・世知原・宇久の合計図書館利⽤状況（令和３年8⽉）

クイズのこたえ：市⺠ギャラリー

図書館だより
発⾏者 佐世保市⽴図書館
TEL ０９５６−２２−５６１８
発⾏ 令和３年10⽉１⽇

⽉号（第３２７号）10
【図書館ホームページ】
PC・スマートフォン⽤→
http://www.library.city.sasebo.nagasaki.jp/

←携帯電話
http://www.library.city.sasebo.nagasaki.jp/m/

【公式フェイスブック】
http://www.facebook.com/sasebo.city.library

【横断検索システムさぼんサーチ】
https://sasebo.calil.jp/
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佐世保市⽴図書館
10⽉カレンダー 網膜の記憶

映
「モダン・
タイムス」

〈サイレント〉
いないいないばあ

※新型コロナウイルスの感染状況により、イベントの
中⽌・延期・開催場所変更となる可能性があります。

映 上映会 14時30分／不要

【凡例】開始時間／申込
場所の記載のないものは3F視聴覚室
⼊場無料（実費が⽣じるものは記載）

映
「ピース・
ニッポン」

映
「アダムス

ファミリー」
〈字幕〉

映

「アイネクライネ
ナハトムジーク」

〈字幕〉

映
「上を向いて
歩こう」

映
「モダン・
タイムス」

〈サイレント〉

映

「アイネクライネ
ナハトムジーク」

〈字幕〉

映
「アダムス

ファミリー」
〈字幕〉

映
「上を向いて

歩こう」

いないいないばあ

いないいないばあ

いないいないばあ

「ビブリオバトル2021
㏌SASEBO」

させぼ⽂化マンスでビブリオバトルを
開催します。今年はオンラインでの観
覧者を募集します。

・11⽉14⽇（⽇）10：30〜11：00
・定員 ２５名
・オーディエンスはZoomにて参加
・申込み締切 10⽉31⽇(⽇)17時まで

太宰治の⽣家「斜陽館」から
読む太宰作品

太宰治の故郷、五所川原市とZoomで
繋いだオンラインイベントです。故郷
ならではの作品やお話が聞ける貴重な
機会です。

・10⽉30⽇（⼟）14：00〜
・定員 ２５名
・Zoomでの参加が可能な⽅
・申込み締切 10⽉20⽇(⽔)

申し込み⽅法はいずれも図書館ホームページ専⽤フォームから。
詳細はホームページの募集記事をご確認ください。

オンラインイベント参加者募集中！
にしむらかえ⽒
講演会
※申込制

⾚ちゃん向けおはなし会「いないいないばあ」
時間：①11時〜11時15分

②11時30分〜11時45分
場所：児童室フロアを予定 対象：乳幼児向け
定員：各回７組
申込：児童室カウンターにて先着順に受付
その他：⼿指の消毒や、ご来館前の体温測定にご協⼒お
願いします。

おはなしたからばこ「おはなし会」
時間：11時から20分程度 対象：乳幼児
場所：児童室 定員：7組
申込：児童室カウンターにて先着順に受付

佐世保史談会
定例発表会

佐世保史談会
定例発表会 13時／不要／資料費200円

たからばこ

「ひゃっか王
からの挑戦状」
児童室で
11/28まで

「秋の読書
ラリー」

児童室で
11/26まで



今⽉の⼀冊 新しく⼊った本

⿐やのどを強くするには、粘膜をどのように
きれいに保つかがカギとなる。⿐やのどのコ
ンディショニングについて、ケアのしかたや
環境づくりの具体的な⽅法を詳しく説明する。
粘膜が喜ぶトレーニングと⾷⽣活も紹介。

浦⻑瀬昌宏／著
主婦の友社

「肺炎・ウイルス感染症になら
ないのど・⿐の粘膜の整え⽅」

⼭本⽂緒／著
⽂藝春秋

「ばにらさま」

冴えない会社員の広志にできた彼⼥は⾊⽩で
とびきり可愛い“ばにらさま”。彼⼥は、バニ
ラアイスみたいに冷たい…。痛くて、切なく
て、引きずり込まれる。⽇常の向こう側に⾒
える⼼のあり様を捉えた6篇。

くどう れいん／作
くりはら たかし／絵
福⾳館書店

「プンスカジャム」

⻫藤 洋／作
にしざか ひろみ／絵
偕成社

「ジークメーア」

北海に⾯する洞窟の中で⺟親と暮らすジーク
メーア。海賊と戦う百⼈隊⻑・ランスを助けた
ことで、ジークメーアの運命が動きはじめ…。
中世ヨーロッパを舞台に、様々な敵と対峙しな
がら成⻑する少年の姿を描く冒険ファンタジー。
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（集計期間：8/21〜9/20）

こんな本もいかがですか？
〜困難を⽀える⼈たち〜

52ヘルツのクジラたち
／ 町⽥そのこ（23回）

沈黙のパレード ／東野圭吾（１9回）

⼩説8050 ／林真理⼦（20回）

貸出・予約ベスト
【⼀般書】

︻
貸
出
︼

硝⼦の塔の殺⼈／ 知念実希⼈（37件）

透明な螺旋 ／東野圭吾(85件）

花束は毒 ／織守きょうや（２6件）

︻
予
約
︼

りんごかもしれない／ヨシタケシンスケ（15回）

おつきさまこんばんは ／林明⼦（14回）

あんなにあんなに／ヨシタケシンスケ（6件）

洞窟少年と⽝のシロ ／祓川学（5件）

１０⽉の展⽰コーナー

【⼀般室】 【児童室】

「こぐまちゃん⽣誕50周年」

【郷⼟資料室】

⼀般室・児童室図書の紹介⽂は
TRC「新刊案内」より

図書館クイズ
おしえて！ SABONちゃん

佐世保市内で昨年、創刊しました。詩・
俳句・⼩説・随筆など、思い思いの表現
で14の作品が掲載。作者は市内在住に
限りません。1冊で何度も美味しい！
第1号から所蔵しています。

「Faith(フェイス)」
第８号

吉永 敦⼦／発⾏

「ハロウィーン」

「にしむらかえさん
ギャラリー」

展示内容は変わる場合があります

病気や障害のある⼦ども達を、アートで⽀援するNPO団体SHJ。著者が⽴
ち上げた経緯から、乗り越えたさまざまな困難、病室でアートと出会った⼦
ども達の様⼦、⼦ども達の周りの家族や医療スタッフ達の変化まで、活動の
軌跡が綴られた⼀冊。

⼦ども達が「夢中になれる時間」は、我慢しなければならない今の状況や
未来への不安からも解放されて、⾃分らしさを取り戻すことができる⼤切な
時間なのだという著者の気づきは、⼦どもと関わるどんな⼤⼈にも伝えたい
メッセージです。⼀般室 369.49／ﾏ

書名 著者名 出版者名 所蔵館
障がいのある⼦どもと家族の伴
⾛者(ファン) 下川和洋／監修 クリエイツかもがわ ⼀般室

31cm Japan Hair Donation & 
Charity／監修 KuLaScip ⼀般室

髪がつなぐ物語 別司芳⼦／著 ⽂研出版 児童室

「夢中になれる⼩児病棟」 松本惠⾥／著
英治出版

「祭り・年中⾏事」

「佐世保の洞窟遺跡」

本の持ち運びには

マイバックの
ご利用を♪

【児童書・ＹＡ】
ヤングアダルト

ぼく モグラ キツネ ⾺
／チャーリー・マッケジー（8件）

「太宰治イベント関連企画 」

かいけつぞろりのてんごくとじごく
／はらゆたか（１4回）

館員のつぶやき

最近の運動会では流⾏りの曲がBGMとし
て流れていますが、私が⼦供の頃はクラ
シックの「天国と地獄」や「道化師のギャ
ロップ」も定番でした。懐かしく思い出し
てYouTubeで曲を探し、⾳楽を流してみる
と、やはり⾎が騒ぎます。ちょっと疲れて
腰が重いときなどに聴くと、シャキッとや
る気が出るのでおススメです。（T)

「⼤河ドラマ歴代主⼈公」

「ハマる⁉ミステリー」

プンスカおこっているハルは、ふしぎな⾞を⾒
つけました。中はパン屋さんになっていて、魔
法使いのあぐりさんがいました。あぐりさんは、
「そのプンスカをジャムにしないかい?」と
⾔って…。

図書館の中２階に、写真や絵
画など市⺠の皆さまの作品を
展⽰する場所があります。な
んという場所でしょうか？


