
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

〈文学・小説〉９００～９９９       

『ソウル行最終便』            安東 能明 

『糸車』                宇江佐 真理 

『ツバキ文具店』              小川 糸 

『大きな鳥にさらわれないよう』      川上 弘美 

『拳の先』                角田 光代 

『岳飛伝１６ 戒旌の章』         北方 謙三 

『若様とロマン』              畠中 惠 

『文豪山怪奇譚』              東 雅夫 

『タスキメシ』               額賀 澪 

『水鏡推理 ２』             松岡 圭祐 

『ニセモノの妻』             三崎 亜記 

『しかえししないよ』          日野原 重明 

『これからを生きるあなたに伝えたいこと』瀬戸内 寂聴 

『蒲公英王朝記 巻ノ 1』        ケン・リュウ 

〈その他〉０００～８９９    

『脳が認める勉強法』     ベネディクト・キャリー 

『４８歳からのウインドウズ１０入門』 リプロワークス 

『安倍政権にひれ伏す日本のメディア』 

マーティン・ファクラー 

『ハーバードの人生が変わる東洋哲学』 

マイケル・ピュエット 

『今を生き抜くための７０年代オカルト』  前田 亮一 

『これが「買い」だ 私のキュレーション術』 成毛 眞 

『もういちど読む山川日本戦後史』     老川 慶喜 

『英国人ジャーナリストが見た現代日本史の真実』 

ヘンリー・Ｓ・ストークス 

『私を通りすぎたマドンナたち』      佐々 淳行 

『杉原千畝』               白石 仁章 

『よみがえる松岡洋佑』          福井 雄三 

『日本人が知らない中国人の不思議な生活』  富坂 聰 

『憲法に緊急事態条項は必要か』      永井 幸寿 

『貨幣の「新」世界史』      ガビール・セガール 

『１９８２ 名前のない世代』        佐藤 喬 

『京都ぎらい』              井上 章一 

『親のおくり方』             根岸 康雄 

『アクティブトランジション  

働くためのウォーミングアップ』  舘野 泰一/編 

『七田式子どもの才能は親の口グセで変わる』 七田 厚 

『宇宙のオーパーツＦＩＬＥ』      並木 伸一郎 

『なぜ糖質制限をすると糖尿病がよくなるか』江部 康二 

『ボケないのはどっち？』         白澤 卓二 

『子どものアトピー性皮膚炎正しい治療法』   講談社 

『監察医が泣いた死体の再鑑定』      上野 正彦 

『からだの地図帳解剖学用語』         講談社

『100歳まで動ける｢おはよう｣のあとのしゃっきり体操』 

中野 ジェームズ修一 

 

『里山産業論』              金丸 弘美 

 

 

 

 

 

 

 

『住環境のバリアフリー・ユニバーサルデザイン』 

野村 歡 

『６０歳で家を建てる』          湯山 重行 

『日本の野生植物 第二巻 改訂新版』   大橋 広好 

『はじめてのフクロウとの暮らし方』    伊澤 伸元 

『徹底解剖！北海道新幹線』      北海道新聞社/編 

『吉祥寺「ハモニカ横丁」物語』     井上 健一郎 

『ロードバイクパワートレーニングの教科書』須田晋太郎 

『ＳＭＡＰ解散騒動の全内幕』        常田 裕 

『どんな子も運動神経が必ずよくなるトレーニング』 

山本 晃永 

『ゴルフ人生が変わるグリップレッスン』   松吉 信 

『けん玉の技１２３＋』            幻冬舎 

『生活工芸大百科』         農山漁村文化協会

〈郷土資料〉 

『ジオパークの開祖 高島北海』      金折 裕司 

『高杉晋作と幕末の群像』           創林舎 

〈児童書〉 

『二日月』               いとう みく 

『ニコニコ・ウイルス』      くすのき しげのり 

『シナモンのおやすみ日記』       小手鞠 るい    

『菜の子ちゃんとカッパ石』        富安 陽子 

『ひみつのきもちぎんこう』     ふじもと みさと 

『生きる』                森越 智子 

『新津春子。世界一のおそうじマイスター！』若月としこ         

『したがう？したがわない？どうやって判断するの？』 

ヴァレリー・ジェラール 

『女子力アップ練習帳 おしゃれガールをめざせ！』 

               キラキラリサーチ委員会 

『もっと知りたい！話したい！ 

セクシュアルマイノリティ１～３』  日高 庸春 

『大村智ものがたり』          馬場 錬成 

『深海生物大図鑑』            寺西 晃 

『みてビックリ！動物のウンコ図鑑１～３』中居 恵子 

『びっくり昆虫大図鑑』         須田 研司 

『犬とともだち』           わん友委員会 

『こどもことばつかいかた絵じてん 増補新装版』 

三省堂編修所 

『和紙でつくる』           深光 富士男 

『オリンピック・パラリンピック大百科１～７』小峰書店 

〈絵本・紙芝居〉 

『ボタンちゃん』            小川 洋子 

『路線バスしゅっぱつ！』         鎌田 歩 

『むかし日本狼がいた』        菊池 日出夫 

『国生みのはなし』           荻原 規子 

『ぞうちゃんとねずみちゃん』      三浦 太郎 

『みずたまのたび』         アンヌ・クロザ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
(図書整理日) 

７ 

ＢＭ：Ａコース 

白露木曜会 

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 

（海の日） 

１９ 

休館日 

（祝日振替） 

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 

 
       

３１ 

２５ 

休館日 

２６ 

 

２７ ＢＭ：Ｂコース 

定例会 
・おはなしポケット 
・サポートボランティア 

２８ ２９ 
ハープ演奏 

11:００～１２:００ 

３０ 

 

 
開館時間（本 館） 

平  日 ９：３０～１９：００ 

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) 

５月入荷分   ＜平成２８年 7 月号＞ 

７月の予定 

★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。 

休館日のお知らせ 

（本館・分館） 

映画上映会 『心のままに』『新・御宿かわせみ』10：00～、14：00～

  
 

 

7/13～7/17 

◆ 毎週月曜日は、休館します。 

◆ ６日（水）図書整理のため、本館のみ休館します。（分館は開館） 

◆ １８日（月）祝日（海の日）のため、本館のみ休館します。（分館は開館） 

◆ １９日（火）祝日振替のため、本館・分館ともに休館します。 

＊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。 

読み聞かせ 
 ボランティア養成講座 

（第 3回） 

ブックトーク・課題図書 

体験したい 

6・7 月展示 

図書館体験“四”隊  7/26～7/29  (申込受付期間 7/1～7/20） 

□■6・7 月の展示■□ 

舞台は、＜山口・九州＞ 

本を選ぶポイントは人それぞれ色々あると

思いますが、図書館からご提案！ 

“物語の「舞台」から本を選んでみる” 

というのはいかがでしょう？ 

今回は山口県と、関門海峡を隔てて隣接する

九州を舞台にした小説やエッセイを集めまし

た。馴染みのある地名に、物語の世界がより鮮

明になること間違いなし！ 

★夏休み企画 参加者募集★  詳細は裏面へ⇒ 

①夏休み図書館体験“四”隊 

②竹で「水でっぽう」と「紙でっぽう」をつくろう！ 

平成 28 年度読書感想文・感想画「課題図書」 

読書感想文・感想画の課題図書を新着図書 

コーナーに配架しています。これらの本は、 

貸出期間が 1 週間（7～9 月）となります

ので、ご了承ください。 

＊貸出中の本は予約ができます。 

 



 

 

       ７/13 7/14 7/15 7/16 7/17 

①  10:00- 14:00- 10:00- 14:00- 10:00- 

②   10:00- 14:00- 10:00- 14:00- 

     

 

 
 

【児童書・絵本】 

乗り物おりがみ 

ジャンヌ・ダルク 

日本の神様のお話 上 

鹿の王 上・下 

よく見て！目のトリック 

はがぬけたよ 

ちょっといれて 改訂版 

なきむしおばけ 

ねえだっこして 

きのうのおひさま、どこにいったの？ 

おおきなやかたのものがたり 

【一般書】 

悩み別女性のカラダを整える 300の方法 

ふたりの文化祭 

嫌われる勇気 

神様のコドモ 

母さんごめん、もう無理だ 

傀儡に非ず 

竹中先生、これからの「世界経済」 

について本音を話していいですか？ 

不惑のスクラム 

絶唱 

いいかげんに生きる 

★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  

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  

 

  映 画 ・ ア ニ メ 上 映 会    

 

「よりぬきキテレツ 

大百科⑥」 
 7 月２3 日（土） 

午後１時 30 分から 

（上映時間 50分） 

か み し ば い  

 

さっちゃんのかみしばい 

7 月２１日（木） 

午前１０時３０分～ 

７月 ２日（土） 

７月１６日（土） 

午後 ３時００分～ 
さっちゃんが待ってるよ♪ 

 

7 月１６日（土） 

午前１１時００分～ 

たまごの会 

 

長門読書会 

７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★ 

７月の予定 

７月 ９日（土） 

午後 ３時００分～ 

7 月 1 日（金） 

午前１０時３０分～ 

① 『心のままに』（１１４分） 

7 月２２日（金） 

午前１０時３０分～ 

７月２３日（土） 

午後 ３時００分～ 

「ぐるブック号」 

●A コース【通・三隅方面】 

７月 7 日(木)、２１日(木) 

●B コース【湯本・俵山方面】 

７月１３日(水)、２７日(水) 

●C コース【日置・油谷方面】 

７月 ８日(金)、２２日(金) 
 

 
・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。 

・巡回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。》 

 

移動図書館車  

ゆや分館 

７月２０日（火） 

午前１０時３０分～ 

７月 9 日（土） 

７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！ 

紙芝居でお話の世界をとどけます！ 

『長門読書会』メンバー募集中！ 

（毎月第４土曜日 １４時～  本館２階研修室） 

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 

 

「ミッキーマウス 

ミッキーのハワイ旅行」 

7 月 2 日（土） 

午後１時３０分から 

（上映時間 65分） 

ジャンル：ラブロマンス 1993 年公開・アメリカ  

音声：英語、字幕：日本語 

満尾 正 

藤野 恵美 

岸見 一郎 

山田 悠介 

朝日新聞社会部 

上田 秀人 

 

竹中 平蔵 

安藤 佑介 

湊 かなえ 

心屋 仁之助 

桃谷 好英 

たまき ちひろ 

武光 誠 

上橋 菜穂子 

市村 均 

安江 リエ 

さとう わきこ 

なかの ひろたか 

竹下 文子 

薫 くみこ 

青山 邦彦 

② 『新・御宿かわせみ』（８２分） 
ジャンル：邦画 2013 年公開・日本 

音声：日本語、字幕：なし 

場所：視聴覚室 

入場 
無料 

運行中！ 

文化 8 年（1811 年）、29 歳の清風は江戸の藩邸で、密用方
みつようかた

・御内用係
ごないようかかり

（藩の系図や古い出来事を調べ保管する）

という役職につきました。そんな清風が藩から命じられたのは、あるお墓捜し…毛利家の祖先であり、鎌倉期に 源
みなもと

頼
より

朝
とも

幕府を助けた大江
お お え

広元
ひろもと

・季光
すえみつ

の墓の所在が不明だったのです。約 600 年も前であり過去数回の調査でも分から

なかったその墓を、清風は 7 年もの歳月を費やし大変な苦労の末に発見することができました。見つけた記念とし

て、願掛けに通っていた鶴岡八幡宮から若松を鉢植えにして持ち帰り、萩の平安古の屋敷に植樹しました。 

これが後に「清風松」と呼ばれ、清風や人々に親しまれていったのです。 

清風没後、親交のあった木戸孝允が明治元年（1868 年）正月帰萩の際に清風宅を訪れ、松の樹下 

に「清風松」と刻んだ石碑を建てました。その後伐採や枯死により、石碑は兄弟松である三隅山荘の 

清風松のもとへ移され、松を愛した清風の心とともに三隅に息づいています―― 

      ●参考文献 ： 『清風翁と清風松』白藤 董/著、『村田清風小伝』香川 政一/著 

       （本館所蔵）  『清風読本』三隅町教育委員会、村田清風記念館パンフレット 

！ 

 

＊日時   7 月 2６日（火）～ ７月２９日（金） 

      ９：３０～１２：００ 

＊対象   長門市内在住の小学 5・6 年生 

＊定員   各日 4名まで、計 16名（先着順） 

      ※お一人様 1 日のみの参加とさせていただきます。 

＊受付期間 7 月 1日（金）～20日（水） 

       ※定員となり次第、締め切りとなります。 

＊参加費  無料  

 

図書館職員になって、図書館の仕事に挑戦してみよう！ 

カウンターでの貸出・返却や、本のコーティングなど、 

色々な仕事を体験できるよ！ 

村
田
清
風 

昔なつかし竹のおもちゃ、水でっぽう＆紙でっぽう。 

工作が得意な図書館長といっしょに作ってあそぼう！ 

＊日時   ８月７日（日） 

１０：００～１２：００ 

＊対象   小学５・６年生 

＊定員   １０名（先着順） 

＊受付期間 ７月１２日（火）～３１日（日） 

※定員となり次第、締め切りとなります。 

＊参加費  １００円（※レクリエーション保険料） 

＊持参物  切りだしナイフ・軍手・はさみ 

のこ・きり（あれば持参） 

竹で 

当日は、動きやすい靴・服装で、図書館本館へお越しください！ 

申込み・お問い合わせは長門市立図書館（℡26-5123）まで。 

長門発！幕末維新  ≪第６回 清風と清風松≫ 

＊日にちによって上映開始時間が異なります。 

 7/13(水)は午前のみの上映となりますので、ご注意下さい。 

５月に人気があった本を紹介します(一部) 


