
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

〈文学・小説〉９００～９９９       

『花冷えて 闇医者おゑん秘録帖』   あさの あつこ 

『ト伝飄々』              風野 真知雄 

『よこまち余話』              木内 昇 

『ハンニバル戦争』            佐藤 賢一 

『溺れる月』               新野 剛志 

『赤毛のアンナ』             真保 裕一 

『バビロンの秘文字１ 胎動編』      堂場 瞬一 

『ハーメルンの誘拐魔』          中山 七里 

『できすぎた話 管見妄語』        藤原 正彦 

『その姿の消し方』            堀江 敏幸 

『絶筆』                 野坂 昭如 

『私の人生に老後はない。』        橋田 壽賀子 

『倒れるときは前のめり』          有川 浩 

『道化と王』           ローズ・トレメイン 

『アーサーとジョージ』     ジュリアン・バーンズ 

『ドストエフスキー カラマーゾフの預言』 

河出書房新社編集部|編 

〈その他〉０００～８９９    

『ネット時代の図書館戦略』  ジョン・ポールフリー 

『売りたい気持ちと買いたい気持ちをつなぐ技術』 

                    西原 健太 

『欲しい物をすべて手に入れている人が実行している 

          「パワーチャージ」風水』谷口 令 

『ごきげんで生きる４８の方法』     大谷 由里子 

『働く力を君に』             鈴木 敏文 

『新選組と刀』              伊東 成郎 

『東南アジア 2016～2017年版』   地球の歩き方編集部 

『ドイツで１００年続くもの』        見市 知 

『世界を動かす少数民族』        高 やすはる 

『母がおカネをかくします。介護 110番』 吉川 廣|編 

『山村留学 生まれ変わる子ども・親・村』 青木 孝安 

『親子で乗り越える思春期の発達障害』塩川 宏郷|監修 

『発達障害＆ｸﾞﾚｰｿﾞｰﾝの 3兄弟を育てる母』 大場 美鈴 

『生きものたちのつくる巣１０９』    鈴木 まもる 

『長引くセキはカゼではない』       大谷 義夫 

『自閉症スペクトラムがよくわかる本』本田 秀夫|監修 

『最先端治療肺がん』      国立がん研究センター 

『家族ががんになりました  

がんと診断されたらまず読む本』 大西 秀樹 

『大人の脳トレ本』            主婦の友社 

『スマホ老眼は治る！』          荒井 宏幸 

『ねこ背を治すと健康になる』       片平 悦子 

『カラダが変わる！油のルール』     守口 徹|監修 

『絵ときバルブ基礎のきそ』               小岩井 隆 

『速効！図解Ｗｏｒｄ2016 総合版』         東 弘子 

『速効！図解Ｅｘｃｌｅ2016 総合版』     木村 幸子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『テーブルコーディネートのプロが教える 

素敵なおもてなし厳選アイテム８０』山本 侑貴子 

『ファスナーのつけ方がばっちりわかる！ 

ファスナーの本』日本ヴォーグ社 

『世界の土・日本の土は今』        日本土壌肥学会|編 

『基礎からわかる!野菜の作型と品種生態』   山川 邦夫 

『カラー図解 ミニ庭園つくりコツのコツ』1  岡田 文夫 

『おやこで自転車はじめてブック』ぼちぼち自転車クラブ 

『ペコロスの母の贈り物』         岡野 雄一 

『かんたん楽しい紙版画』        佐川 ヤスコ 

『和のかごとざる』            高宮 紀子 

『老けない体は柔らかい筋肉からつくられる』坂詰 真二 

『風間八宏のサッカースクール トラウムトレーニング 

        トラップが身につく本』内藤清志|監修 

『ぼくの道具』              石川 直樹 

『朝日キーワード２０１７』     朝日新聞出版|編 

〈児童書〉 

『キキに出会った人びと 魔女の宅急便〈特別編〉』 

                     角野 栄子 

『ひつじ郵便局長のひみつ』              小手鞠 るい 

『むらさき色の悪夢』                       斉藤 洋 

『つくしちゃんとすぎなさん』           まはら 三桃 

『よるのとしょかんだいぼうけん』         村中 李衣 

『菜乃のポケット』                     村上 しいこ 

『ニコラといたずら天使』  キャロライン・アンダーソン 

『リトル・パパ』                     パット・ムーン 

『北をめざして 動物たちの大旅行』 ニック・ドーソン 

『ﾗﾐｯﾂの旅-ﾛﾏの難民少年ものがたり』ｸﾞﾆｯﾗ・ﾙﾝﾄﾞｸﾞﾚｰﾝ 

『落ち葉』                                平山 和子 

『みんなが知りたい！日本の 

「ユネスコ無形文化遺産」がわかる本』カルチャーランド 

〈絵本・紙芝居〉 

『ウホウホあぶないウホウホにげろ』        一色 悦子 

『かおりちゃんのマフラー』             内田 麟太郎 

『うめじいのたんじょうび』          かがくい ひろし 

『どんないちにち』               くすのき しげのり 

『どうぶつたちがはしっていく』              長 新太 

『キャベツくんのおしゃべり』        長 新太 

『さるとうさぎとがまがえる』       津田 真一 

『まくらちゃんです。』       とよた かずひこ 

『あなに』               長谷川 集平 

『あと、いくつ？』         ひろかわ さえこ 

『いちについてよーいどん』       宮崎 二美枝 

『もうぬげない』         ヨシタケ シンスケ 

『こんにちは、いたずらっ子ｴｰﾐﾙ』 ｱｽﾄﾘｯﾄﾞ･ﾘﾝﾄﾞｸﾞﾚｰﾝ 

『たびにでたファルガさん』    チトラ・サウンダー 

『シルヴィ―どうぶつえんへいく』ジョン・バーニンガム 

                                                      

 
                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  日 月 火 水 木 金 土 

 

 

 

１ 

ひなの会 

 

２ 

アニメ上映会 

か み し ば い 

３ 

 

４ 

休館日 

５ ６ 

休館日 

（館内整理日） 

７ 

白露木曜会 

ＢＭ：Ａコース 

８ 

ＢＭ：Ｃコース 

９ 

おはなしポケット 

１０ 

 

１１ 

休館日 

１２ 

  

１３ 

ＢＭ：Ｂコース 

１４ 

 

１５ 

 

１６ 
さっちゃんの 

かみしばい 
か み し ば い 

 

１７ 
 

１８ 

休館日 

１９ 

 

２０ 
 

２１ 

ＢＭ：Ａコース 

絵本を楽しむ会 

２２ 

ＢＭ：Ｃコース 

たまごの会 

２３ 
アニメ上映会 

読  書  会 

おはなしの会 

２４ ２５ 

休館日 

２６ 

 

２７ 
ＢＭ：Ｂコース 
定例会 
・サポートボランティア 

・おはなしポケット 

２８ 

 

２９ 

休館日 

（昭和の日） 

３０ 

 

開館時間（本 館） 

平  日 ９：３０～１８：００ 

土日祝日 ９：３０～１７：００ 

（ 分 館 ） 

平  日 ９：００～１８：００ 

土日祝日 ９：００～１７：００ 

 

長門市立図書館 

ＴＥＬ  : ２ ６ - ５ １２ ３  

ＦＡＸ  : ２ ６ - ２ ７７ ５  

ＵＲＬ  :  http://www2.l ib-nagato. jp 

ゆや分館（ラポールゆや内） 

ＴＥＬ  : ３ ３ - ０ ０５ １  

ＦＡＸ  : ３ ３ - ０ ０５ ２  
 

新着  
紹介  

長門市立図書館  

 

(一部) 

2/4～2/29 入荷分   

＜平成２８年４月号＞ 

４月の予定 

一般上映会 ①『にんじん』 ②『風光る剣』  10：00～、14：00～  
 

 

★これ以外の新着図書は、ＨＰでご覧頂くことができます。 

また、新着図書コーナーにて、新着図書リストを準備しています。 

必要な方はご覧下さい。１枚１０円でコピーいたします。 

★貸出中の本は、「予約・リクエストカード」で予約ができます。 

ＨＰからも予約できますが、初めて利用される方はパスワードが必要になりますので、

カウンターでおたずね下さい。 

★リクエストには、出来る限りお答えしていきますので、読みたい本や分からないことがあ

りましたら、ご遠慮なくカウンターに声をおかけください。 

お待ちしています。 

＊BM(Book Mobile)は、移動図書館車「ぐるブック号」の略称です。

運行の詳細は、としょかんだより裏面、または「ぐるブック号利用

案内」をご覧ください。 

4/13～4/17 

 

 

～ は、 

こどもの読書週間です 

第５８回の標語 

 四角い本に 

まあるい心 

休館日・開館日 

のお知らせ 

（本館・分館） 

◆ 毎週月曜日は、休館します。 

◆ ６日（水）は館内整理日のため、本館のみ休館します。 

◆ ２９日（金）は祝日（昭和の日）のため、本館は休館しますが、分館は開館します。 

期間中、図書館では 
『家族で読みたい家読
リスト～就学前版～』を
配布します☆ 

夜の図書館へようこそ！ 
 うちどく（家読）推進事業の一環としてナイトライブラリーを開催します。

閉館後の図書館を親子で楽しく過ごしてみませんか？ 

日  時◆平成 28 年 5 月 5 日（木）17：30～20：00 

場  所◆長門市立図書館 

内  容◆18：00～18：30 夜のおはなし会 

     18：30～19：30 図書館でゲーム！？ 

     19：30～20：00 親子読書タイム 
 ※貸出を希望される方は必ず、図書館利用カードをお持ちください。 

対  象◆３歳～小学生までの子どもさんとその家族 

定  員◆先着１０家族（定員に達し次第締め切り） 

申込期間◆平成 28 年 4 月 15 日（金）～４月 30 日（土） 

申込方法◆来館又は電話にてお申し込みください。 

申込み先◆長門市立図書館（☎26-5123） 
※当日の模様を写真撮影し、図書館のＨＰ等に掲載いたしますので、
あらかじめご了承ください。 



 

 

上映時間/日 13/水 14/木 15/金 16/土 17/日 

10：00～ ① ② ① ② ① 

14：00～ ② ① ② ① ② 

     

 

 
 

アニメ上映会 

【児童書・絵本】 

空色バウムクーヘン           吉野 万理子 

かいけつゾロリ大けっとうゾロリじょう 原 ゆたか 

キラキラ！星占い大じてん       成美堂出版 

死神うどんカフェ１号店 １杯目   石川 宏千花 

桜守のはなし            佐野 藤右衛門 

たべもんどう            鈴木 のりたけ 

ぽとんぽとんはなんのおと        神沢 利子 

はずかしがりやのバナナくん     岡田 よしたか 

うさこちゃんまほうをつかう   ディック・ブルーナ 

へんしんコンサート        あきやま ただし 

【一般書】 

うずら大名                畠中 恵 

中国壊死                 宮崎 正弘 

精鋭                   今野 敏 

面と向かっては聞きにくい 

イスラム教徒への９９の大疑問    佐々木 良昭 

廉恥                    今野 敏 

プラージュ                誉田 哲也 

捜査組曲                  今野 敏 

岳飛伝１５昭影の章            北方 謙三 

中国・韓国との新・歴史戦に勝つ！ ｹﾝﾄ･ｷﾞﾙﾊﾞｰﾄ(他) 

悲嘆の門 上               宮部 みゆき 

１５０インチのスクリーンによるアニメ上映を行います。 

★貸出中の本は「予約」できます。 

「予約・リクエストカード」にてお申込み下さい。 

ベストリーダー  

２月に人気があった本を紹介します(一部) 

絵本を楽しむ会 

 
絵本の展示♪絵本が好きな人ならだれでもOK！ 

 

ゆ り か ご  

 
ゆや分館の 0～2 歳児向けの読み聞かせ 

よみっこくらぶ 

 

ゆや分館の読み聞かせおはなし会 

ひなの会  

 

一 般 映 画 上 映 会 

期間：４/１３(水)～４/１７(日) 

場所：視聴覚室 (図書館２階) 

入場 
無料 

《場所・2 階視聴覚室》 

 

「うっかりペネロペ 
～ともだちがいっぱい編～」 

４月２３日（土） 

午後１時３０分から 

（上映時間 30 分） 

か み し ば い  

 

さっちゃんのかみしばい 

４月２１日（木） 

午前１０時３０分～ 

４月 ２日（土） 
４月１６日（土） 
午後 ３時００分～ 

さっちゃんが待ってるよ！ 

 

４月１６日（土） 

午前１１時００分～ 

たまごの会 

 

長門読書会 

４月２３日(土) 

午後 ２時００分～ 

おはなしの会 

おはなしポケット 

2～3 歳児向けのおはなし会 

0～2 歳児向けのおはなし会 

４月の予定 

４月 ９日（土） 

午後 ３時００分～ 

４月 １日（金） 

午前１０時３０分～ 

①『にんじん』 

②『風光る剣～八獄党秘聞』 

４月２２日（金） 

午前１０時３０分～ 

４月２３日（土） 

午後 ３時００分～ 

運行中！ 「ぐるブック号」 

●A コース【通・三隅方面】 

４月  ７日(木)、２１日(木) 

●B コース【湯本・俵山方面】 

４月１３日(水)、２７日(水) 

●C コース【日置・油谷方面】 

４月 ８日(金)、２２日(金) 
 

・お近くのステーションをご利用下さい。 

・一般の方も、学校・保育園などのステー 

ションでご利用いただけます。 

・時間やステーションなど、詳細はおたず 

ね下さい。ホームページにも利用案内を 

掲載しております。 
 

《 天候などの事情により、変更・中止する 

場合があります。ご了承下さい。 》 

 

ゆや分館 

４月１９日（火） 

午前１０時３０分～ 

４月 ９日（土） 
４月２３日（土） 
午後 ３時３０分～ 

絵本や紙芝居の読み聞かせ★ 

楽しいおはなしの世界へようこそ！ 

紙芝居だけでお話の世界を楽しめます 

『長門読書会』メンバー募集中！ 

（毎月第４土曜日 １４時～  本館２F 研修室） 

問合せ：長門市立図書館 読書会担当係 TEL：26-5123 同じ本を読み、感想や意見を述べあう会です★ 

ゆや分館 

 

「 バ ン ビ 」 
４月 ２日（土） 

午後１時３０分から 

（上映時間 70 分） 

(1932 年・フランス 音声：フランス語、字幕：日本語/上映時間 91 分) 

(1997 年・日本 上映時間 134 分) 

＊上映会の予定表を、館内掲示版の映画ポスター横

に置いていますので、ご自由にお取りください。 

 

前回紹介した村田家の厳しい家訓の守護神ともいえるのが母の岩でした。岩は、お盆が来ると亀

之助（清風）たちを先祖の墓に連れて行き、今の自分たちが元気で暮らしているのはご先祖様のおか

げであり、どんなに苦しいことがあってもくじけてはいけない。そして弱い者いじめや強いものに後ろを

見せることがあってはいけないと、武士としての強い心を教えました。 

一方の亀之助は一向に勉学への興味が沸かず、友人から「鈍亀」と呼ばれる始末・・・。四書五経

の中でも基本ともいえる『大学』の素読も終えることができず、遂には塾の先生から「このままでは塾に

置くことはできない」とまで言われてしまいました。この事態に一番心を痛めたのは母の岩でした。 

ある寒い冬の朝、亀之助は、寝床に母の姿が無いことに気づきました。亀之助は母を探しに外へ

でますが、母はどこにもいません。やっと見つけた母の姿は、雪のちらつく八幡様の境内にありました。 

「亀之助の勉学が進みますように・・・」母は裸足で八幡様にお祈りをしていました。 

「母上は私のためにお百度を・・・！」自分のために必死で祈る母の姿を見て、亀之助の学問に対

する態度はすっかり変わりました。１３歳を迎える頃には、四書五経の素読も終えて、塾生の前で範

読をさせられるようになっていました。 
※四書五経…儒教の経典で重要な９種の書物 
        （四書⇒論語、孟子、大学、中庸 五経⇒詩経、書経、礼経、易経、春秋） 
  素読・・・漢学を学ぶにあたっていちばん初めにとりかかる学習段階。声を上げて文字を読み、文章をたどるというもの。 

長門発！幕末維新 第３回『  清風と母“岩” 』   

図書館利用カードの 
更新手続きをお願いします 

 長門市内に在住の方、長門市に通勤・通学されている方
は、図書館利用カードを作成できます。 
＊来館時に、お名前とご住所を確認できるもの（免許証・保険証

など）をご持参ください。 

＊「利用カード申込書」に記入し、１階受付カウンターにお申し

込みください。 

 
 

 明治維新１５０年記念連載 

図書館利用カードはお持ちですか？ 

 平成 28年 4 月より、図書館利用カードに有効期限を設

けて、3 年ごとに利用者登録情報の確認をさせて頂きま

す。利用者登録情報確認のため、必ず「図書館利用カー

ド」と「身分証（免許証等）」をお持ちください。（代理

確認可） 
＊対象者⇒平成 25 年５月 31 日以前に利用カードを作成された方 

今後は作成から３年間経過した方に、随時お知らせします。 


