
    

  

 

 

 

 

 

 

 

〈文学・小説〉９００～９９９       

『赤へ』                 井上 荒野 

『情け深くあれ』            岩井 三四二 

『女學生奇譚』              川瀬 七緒 

『昨夜のカレー、明日のパン』        木皿 泉 

『Ｑ→Ａ』                草野 たき 

『遊園地に行こう！』           真保 裕一 

『ウエディングドレス』         玉岡 かおる 

『三の隣は五号室』             長嶋 有 

『匿名交叉』                降田 天 

『希望荘』               宮部 みゆき 

『晩秋の影画』              山本 一力 

『子どもの自分に会う魔法』       石井 ゆかり 

『母の恋文』               下重 暁子 

『リフォームの爆発』            町田 康 

『蒲公英王朝記 巻ノ２』        ケン・リュウ 

『これもまた、過ぎゆく』     ミレーナ・ブスケツ 

『三島由紀夫１００の言葉』    別冊宝島編集部/編 

『文豪聖地さんぽ』              一迅社 

『童話作家になる方法』           斉藤 洋 

『われらが胸の底』            澤地 久枝 

〈その他〉０００～８９９    

『新聞の正しい読み方』           松林 薫 

『「不思議の国のアリス」の分析哲学』    八木沢 敬 

『オリエント世界はなぜ崩壊したか』     宮田 律 

『少女たちの明治維新』     ジャニス・Ｐ・ミムラ 

『原爆で死んだ米兵秘史 改訂版』      森 重昭 

『悩める人、いらっしゃい内田樹の生存戦略』 内田 樹 

『総理』                 山口 敬之 

『２１世紀の戦争と平和』          孫崎 亨 

『借金完全整理自己破産ﾏﾆｭｱﾙ第４版』生活と法律研究所 

『里山学校をつくる』            細見 均 

『国土が日本人の謎を解く』        大石 久和 

『日本の給料＆職業図鑑』        給料ＢＡＮＫ 

『スマホ依存の親が子どもを壊す』     諸富 祥彦 

『ちょっとしたストレスを自分ではね返せる子の育て方』 

土井 高徳 

『幼児の心とからだを育むはじめての木育』 松井 勅尚 

『江戸っ子が好んだ日々の和食』      中江 克己 

『サンドイッチの歴史』       ビー・ウィルソン 

『イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑』   澤宮 優 

『ちっちゃな科学』           かこ さとし 

『物理学は歴史をどう変えてきたか』  アン・ルーニー 

『最新図解特別警報と自然災害がわかる本』  饒村 曜 

『ステロイドがわかる本 新版』   宮坂 信之/編著 

『子どもの発音とことばのハンドブック』  山崎 祥子 

『１００歳まで歩ける！「体芯力」体操』  鈴木 亮司 

『世界の航空機大図鑑』   フィリップ・ホワイトマン 

『世界の航空機大図鑑』フィリップ・ホワイトマン 

 

 

 

 

 

 

 

 

『福島第一原発廃炉図鑑』         開沼 博/編 

『戦艦「大和」』           別冊宝島編集部/編 

『客船の時代を拓いた男たち』         野間 恒 

『男の一生モノと暮らす』          左古 文男 

『燻製作りの基本と応用』            地球丸 

『そうめん The SOMEN recipe book』    満瑠 邦子 

『直販・通販で稼ぐ！年商１億円農家』   寺坂 祐一 

『これから始める人のための狩猟の教科書』 東雲 輝之 

『美味しいマイナー魚介図鑑』       藤原 昌高 

『亡国の密約』               山田 優 

『観光ガイドになるには』         中村 正人 

『「まち歩き」をしかける』         茶谷 幸治 

『知識ゼロからのフルマラソン入門』    小出 義雄 

『ラグビー日本代表１３０１日間の回顧録』 斉藤 健仁 

『呼吸泳本』        ベースボール・マガジン社 

〈参考図書〉 

『解明！由来がわかる姓氏苗字事典』  丸山 浩一/編 

『世界と日本の激甚災害事典』     北島 秀明/編 

『原色陶器大辞典』         加藤 唐九郎/編 

〈児童書〉 

『夢は牛のお医者さん』        赤羽 じゅんこ 

『せなか町から、ずっと』          斉藤 倫 

『チビまじょチャミーとハートのくに』   藤 真知子 

『キャベたまたんてい ちんぼつ船のひみつ』三田村信行 

『大きなたまご』       オリバー・バターワース 

『死ってなんだろう。死はすべての終わりなの？』 

            フランソワーズ・ダステュール 

『すしのひみつ』            日比野 光敏 

『きょうりゅう 新版』          学研プラス 

『深海の生物』            藤倉 克則/監 

『ぜんぶわかる！カイコ』          新開 孝 

『はじめての焼き菓子』         寺西 理恵子 

『まるごとかぼちゃ』           八田 尚子 

『調べてなるほど！野菜のかたち』   柳原 明彦/画 

『昔の玩具大図鑑』          井上 重義/監  

〈絵本・紙芝居〉 

『海の小学校』            あまん きみこ 

『三方一両損』              宝井 琴調 

『ぺんぎんたいそう』            齋藤 槙 

『みんがらばー！はしれはまかぜ』     村中 李衣 

『やさいがっこうとまとちゃんのたびだち』なかや みわ 

『ぞうきばやしのすもうたいかい』    広野 多珂子 

『ぼくのいちにちどんなおと？』      山下 洋輔 

『海のなかのぞいた』        よしの ゆうすけ 

『ねこのひけしや』            渡辺 有一 

『よるのおさんぽ』         リリー・ロスコウ 

『いちばにいくファルガさん』   チトラ・サウンダー 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

 

 

１ 

ＢＭ：Ａコース 

白露木曜会 

２ 

ひなの会 

３ 
アニメ上映会 

か み し ば い 

４ 

 

５ 

休館日 

６ ７ 

休館日 

（図書整理） 

８ 

 

９ 

ＢＭ：Ｃコース 

１０ 

おはなしポケット 

１１ 
学研の図鑑 

ＤＶＤ上映会 

第１回「宇宙」 

１２ 

休館日 

１３ 

  

１４  

BM：Ｂコース 

１５ 

ＢＭ：Ａコース 

絵本を楽しむ会 

１６ 

 

１７ 
さっちゃんの 

かみしばい 
か み し ば い 

 

１８ 
グランパ・グランマ 

のおはなし会 

１９ 

休館日 

（敬老の日） 

２０ 

休館日 

（祝日振替） 

２１ 

 

２２ 

★祝日開館 

 （秋分の日）

２３ 

ＢＭ：Ｃコース 

たまごの会 

２４ 
アニメ上映会 

読 書 会 

おはなしの会 

２５ 

 
 

 

２６ 

休館日 

２７ 

 

２８ 

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 

２９ 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) ７月入荷分   ＜平成２８年 9 月号＞ 

9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。 

休館のお知らせ 

（本館・分館） 

映画上映会 『Ｒａｙ』 10：00～、14：00～  
 

 

9/14～9/18 

◆ 毎週月曜日は、休館します。 

◆ 7日（水）は、図書整理のため、本館・分館ともに休館します。 

◆ 1９日（月）は、祝日（敬老の日）のため、本館
・ ・

のみ
・ ・

休館します。（分館は開館） 

◆ ２０日（火）は、祝日振替のため、本館・分館ともに休館します。 

 

ブックトーク・課題図書 

体験したい 

6・7 月展示 

＊BM(Book Mobile) 

：移動図書館車 

「ぐるブック号」の略。 

※このおはなし会で絵本を読んでくださる読み手を募集

します！お孫さんのいらっしゃる方で、読み聞かせに興味

のある方は、ぜひお気軽にご連絡ください。 

【●募集期間 ９月１１日（日）まで】 

９月１９日(月)敬老の日にちなみ、グランパ（おじいちゃん） 

とグランマ（おばあちゃん）によるおはなし会を行います。 

温かく楽しいおはなし会に、ご家族で遊びに来てみませんか？ 

●日時 ９月１８日（日）１４：００～ 

●場所 長門市立図書館 絵本コーナー 

開催のお知らせ＆読み手を募集します！  BBC（英国放送協会）制作の DVDを上映します。 
「宇宙」「恐竜」「昆虫」「鳥」「動物」の全５回です。 
 
 

第１回 「宇宙」…太陽系の神秘 
宇宙にただようガスから生まれた太陽系の物語。 

太陽系ができるときに働いた力、そして惑星や 

衛星の動きが太陽系を創っていく…その神秘的 

な様子をご覧ください。 
 
★日時 9月 11日（日）14：00～15：00 

★場所 長門市立図書館 ２階視聴覚室 

＊申込み・入場料不要 

５～８月の間、平日の開館時間を１９時まで延長して 

いましたが、９月からは通常通り１８時までに戻ります。 

ご注意ください。 

 



 

 

     

 

 
 

【児童書・絵本】 

コロッケ先生の情熱！古紙リサイクル授業 

アリとくらすむし 

ひみつのきもちぎんこう 

おしりたんていむらさきふじんのあんごう 

茶畑のジャヤ 

いろいろばあ 

しょうじき５０円ぶん 

どんぐりむらのどんぐりえん 

うみの１００かいだてのいえ 

木のすきなケイトさん 

【一般書】 

どこかでベートーヴェン 

迷子の王様 

防諜捜査 

羊と鋼の森 

牛姫の嫁入り 

マル暴総監 

怪談 

レモンケーキの独特なさびしさ 

あの家に暮らす四人の女 

確率捜査官御子柴岳人ゲームマスター 

★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    

 

「坊っちゃん」 
 

9月 24日（土） 

午後１時 30分～ 

（上映時間４７分） 

か み し ば い  

 

さっちゃんのかみしばい 

9 月１5 日（木） 

午前１０時３０分～ 

 

９月 3 日（土） 

９月２０日（土） 

午後 ３時００分～ 
さっちゃんが待ってるよ♪ 

 

9 月１７日（土） 

午前１１時００分～ 

たまごの会 

 

長門読書会 

９月２４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★ 

９月の予定 

9 月１０日（土） 

午後 ３時００分～ 

９月 ２日（金） 

午前１０時３０分～ 

９月２３日（金） 

午前１０時３０分～ 

９月２４日（土） 

午後 ３時００分～ 

「ぐるブック号」 

●A コース【通・三隅方面】 

9 月 1 日(木)、１5 日(木) 

●B コース【湯本・俵山方面】 

9 月１4 日(水)、２8 日(水) 

●C コース【日置・油谷方面】 

9 月 9 日(金)、２3 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・中止の 

場合があります。ご了承下さい。 》 

 

移動図書館車  

ゆや分館 

９月２１日（水） 

午前１０時３０分～ 

９月１０日（土） 

９月２４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 

 

「かわいい 

ミッフィー」 

9月 3日（土） 

午後１時３０分～ 

（上映時間３５分） 

中山 七里 

垣根 涼介 

今野 敏 

宮下 奈都 

大山 淳子 

今野 敏 

小池 真理子 

エイミー・ベインダー 

三浦 しをん 

神永 学 

中村 文人 

島田 たく（写真） 

富安 陽子 

川口 雅幸 

いとう みく 

たしろ ちさと 

まつおか たつひで 

わたなべ ちなつ 

国松 エリカ 

竹下 文子 

『Ｒａｙ』（152 分） 
1992 年公開、音声：英語、字幕：日本語 

場所：視聴覚室 

入場 
無料 

運行中！ 

村
田
清
風 

長門発！幕末維新  

≪第８回 へんく者≫ 

７月に人気があった本を紹介します(一部) 

「へんく者」とは、萩地方の方言で一徹者、偏屈者という意味です。非常に苦

しい藩の財政状況の中、さまざまな藩政改革を上申し、時には藩政首脳陣に直

言もする清風。それが的を射た批判であり、正論であるだけに、 

「へんく者」として人々に煙たがられてきました。 

生前、清風は、一枚の肖像画も「ムダの極みだ」といって残していません。

現在、村田清風記念館に残っている肖像画は、清風の没後に関わりの深かった

人々が、それぞれの記憶を頼りに書かせたものです。 

やや大きめの口を真一文字に引き結び、心もち顎を 

引き加減にして正面を睨み据えるように見つめた顔 

つきは、いかにも「へんく者」らしい肖像画と言え 

るのではないしょうか。 

＊参考文献（本館所蔵） 

：『義なくば立たず』眞鍋 茂樹/著 

◇上 映 期 間  9月 14日(水)～18日(日) 

◇上映開始時間 10：00～、14：00～ 

＊上映会の予定表を、館内掲示板の映画ポスター横

に置いています。ご自由にお取りください。 

読書で育つ「生きる力」～家庭や学校でできることから～ 

日にち  １０月  ９日（日） 

開 場  １３：３０ 

開 演  １４：００～１６：００ 

場 所  長門市立図書館２階 視聴覚室 

定 員  １００名 ＊託児なし 

対 象  子どもの読書に興味の 

ある方ならどなたでも 

参加費  無料  

受付期間 ９月３０日（金）まで 

申込先  長門市立図書館まで来館 

または電話・FAXにて受付 

それはある日突然やってくる――。 
 

一瞬にして奪われる平穏な日常。2016 年４

月、熊本で最大震度７の地震が発生。相次ぐ強

い余震により、今も被災地では生活再建の見通

しが立たない状況が続いています。 
 

今回は、９月１日の「防災の日」にあわせて、

過去の災害資料や防災関連の本を展示します。 

いつ、どこで、起きるか分からない―。 

いざという時のために、自分や家族を守る方法 

について考える機会にしてみませんか。 

 

8・9 月の展示 

災害に備える 

脇明子氏講演会  

講師 脇
わき

 明子
あ き こ

 氏  

東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了。 

ノートルダム清心女学院大学名誉教授。 

「岡山子ども本の会」代表。 

■著書■ 

『読む力は生きる力』 

『物語が生きる力を育てる』 

『読む力が未来をひらく』(以上岩波書店)など。 

□訳書□ 

『お姫さまとゴブリンの物語』 

『不思議の国のアリス』（以上岩波書店）など。 

＊展示資料は貸出できます。 


