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〈文学・小説〉９００～９９９        

『怪盗探偵山猫 月下の三猿』        。神永 学 

『曲がり木たち』            小手鞠 るい 

『氷の轍』                桜木 紫乃 

『明るい夜に出かけて』         佐藤 多佳子 

『日本核武装』              高嶋 哲夫 

『オライオン飛行』           高樹 のぶ子 

『ラストレシピ』             田中 経一 

『籠の鸚鵡』                辻原 登 

『果てなき便り』             津村 節子 

『白衣の嘘』               長岡 弘樹 

『縁は異なもの』            松井 今朝子 

『湖底の城７』             宮城谷 昌光 

『下北沢について』           吉本 ばなな 

『手のひらの京』             綿矢 りさ              

『マトリョーシカと消えた死体』 ケイト・アトキンソン 

『四人の交差点』         トンミ・キンヌネン 

〈その他〉０００～８９９  

『本を読む人だけが手にするもの』     藤原 和博 

『スマホの５分で人生は変わる』      小山 竜央 

『〈仏教３.０〉を哲学する』        藤田 一照 

『日本人が教えたい新しい世界史』     宮脇 淳子 

『戦争まで』               加藤 陽子 

『日本に外交はなかった』         宮崎 正弘 

『消えたイングランド王国』        桜井 俊彰 

『皇室一五〇年史』            浅見 雅男 

『国家を考えてみよう』           橋本 治 

『限りなく完璧に近い人々』     マイケル・ブース 

『そしてアメリカは消える』        落合 信彦 

『世界最古にして、最先端』        馬渕 睦夫 

『ヒロシマに来た大統領』       朝日新聞取材班 

『戦争と謀報外交』            白石 仁章 

『日本国憲法と吉田茂』         田久保 忠衛 

『起業で使える事業計画書のつくり方』   中野 裕哲 

『図解 ASEAN を読み解く』     みずほ総合研究所 

『資格試験に「忙しくても受かる人」と 

『本を読む  「いつも落ちる人」の勉強法 鬼頭 政人 

『超高齢化社会の法律、何が問題なのか』  樋口 範雄 

『行商列車』               山本 志乃 

『ニュートリノってナンダ？』       荒舩 良孝 

『銀河系惑星学の挑戦』          松井 孝典 

『ときめく化石図鑑』            土屋 香 

『鳥ってすごい！』            樋口 広芳 

『図解でわかる痛風・高尿酸血症』     主婦の友社 

『パーキンソン病を知りたいあなたへ』   高橋 良輔 

『頭痛をスッキリ治す本』          寺本 純 

『がんになって、止めたこと、やったこと』 野中 秀訓 

『明るく前向きになれる乳がんのお話 100』 .南雲 吉則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『噂の女医がこっそり教える 

『ああああああああ女の不調が消える本』  .吉木 伸子 

『老化とたたかう漢方薬入門』       関水 康彰            

『食べても食べても太らない法』     菊池 真由子 

『ひとさじのはちみつ』          前田 京子 

『家族みんなのあったかニット』     松村 忍& [hao] 

『やってみませんかダンボールコンポスト』  

『本を読む      有機農産物普及・堆肥化推進協会 

『海洋大異変』              山本 智之 

『繁盛店が必ずやっているチラシ最強のルール』渋谷 雄大 

『バリアフリー温泉で家族旅行』     山崎 まゆみ 

『僕はモネ』           サラ・パップワース 

『かわいい和風イラスト』        黒岩 多貴子 

『ピーターラビットのすべて』       辻丸 純一 

『すごいぞ！恐竜おりがみ』        主婦の友社 

『誰が音楽をタダにした？』  スティーヴン・ウィット 

『草野球の教科書』            本間 正夫 

『よくわかる海のルアー釣り』      ケイエス企画 

『ことばあそびの歴史』          今野 真二 

〈児童書〉 

『だんまりうさぎとおしゃべりうさぎ』   安房 直子 

『モンスター・ホテルでごしょうたい』   柏葉 幸子 

『おばけのアッチパン・パン・パンケーキ』 角野 栄子 

『なにがあってもずっといっしょ』    くさの たき 

『セカイの空がみえるまち』        工藤 純子 

『キノコのカミサマ』          花形 みつる 

『世界一の三人きょうだい』    グードルン・メプス 

『賢治童話ビジュアル事典』         中地 文 

『季節のことば』              岩崎書店 

『恐竜は今も生きている』         富田 京一 

『すごい動物大図鑑』            高橋書店 

『おしゃれ障害』            岡村 理栄子 

『臨床検査技師の一日』    WILL こども知育研究所 

『あやとり学』               野口 廣 

〈絵本・紙芝居〉 

『ねずみくんとおばけ』        なかえ よしを 

『ねずみにぴったりののりもの』マリー・ホール・エッツ 

『ノンタンピクニックららら』     キヨノ サチコ 

『あおのじかん』        イザベル・シムレール 

『アランの歯はでっかいぞこわーいぞ』  ジャーヴィス        

『リュックちゃんです』       とよた かずひこ 

『しげちゃんとじりつさん』         室井 滋 

『らいねんはなにどし？』        上地 ちづ子 

『おしょうがつのおきゃくさん』       渋谷 勲 

『おにとふくのかみ』           千田 一彦 

『花嫁さん』              サワ ジロウ 

『おっぱい山』             中村 ルミ子 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

１ 

年始休館日 

２ 

年始休館日 

３ 

年始休館日 

４ 

休館日 
（図書整理日） 

５ 

ＢＭ：Ａコース 

白露木曜会 

６ 
ひなの会 

７ 
アニメ上映会 

か み し ば い 

８ 
学研の図鑑  『鳥』 

ＤＶＤ上映会 

９ 

休館日 
（成人の日） 

１０ 

休館日 
（祝日振替） 

１１ 

ＢＭ：Ｂコース 

 

１２ 

  

１３ 

ＢＭ：Ｃコース 

 

１４ 

おはなしポケット 

１５ 

 

１６ 

休館日 

 

１７ 

  

１８ 

 
 

１９ 

ＢＭ：Ａコース 

絵本を楽しむ会 

２０ 

 

２１ 
さっちゃんの 

かみしばい 
か み し ば い 
 

２２ 
 

 

２３ 

休館日 

 

２４ 

 

２５ 
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 

２６ 

 

 

２７ 

ＢＭ：Ｃコース 

たまごの会 

２８ 
アニメ上映会 

読 書 会 

おはなしの会 

２９ 

       

 

３０ 

休館日 

 

３１ 

 

 

 

 
 

※ BM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。 

 
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) 11月入荷分   ＜平成２９年１月号＞ 

★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） 

1/18～1/22 

1月の予定 

映画上映会 『ダ・ヴィンチ・コード』 ①10：00～ ②14：00～  

 

 

◆ 毎週月曜日は、休館します。 

◆ ９日（月）は、祝日（成人の日）のため、本館
・ ・

のみ
・ ・

休館します。 

◆ １０日（火）は、祝日振替のため、本館
・ ・

・分館
・ ・

とも
・ ・

に
・

休館します。 

年末年始休館について 

本館 … １２月２９日（木）～１月４日（水）まで、休館します。１月５日（木）から、開館します。 

     ※１月４日（水）は、図書整理・開館準備作業のため、本館
・ ・

のみ
・ ・

休館します。 

分館 … １２月２９日（木）～１月３日（火）まで、休館します。１月４日（水）から、開館します。 

12月・1月展示 あなたが最初の読者！？ 
 

書籍の出版点数は、なんと年間約８万点。日々刊行される膨大な 

本の中から、図書館は今の、そして将来の読者に向けて、幅広く 

収集・保存しています。毎年新たな本が蔵書に加わりますが、 

これまで不運にも 読者に出会えていない本があります。 

今回は、過去 10 年間に購入した「一般書」のうち、 

一度も貸出されていない本を展示します。 

本にとって、そして皆さんにとって、 

新しい出会い・世界へのきっかけになることを願います。 

＝ 出初式についてのお願い ＝ 
 

1 月 8 日(日)は、ルネッサながと 

にて、消防出初式が行われます。 

時間帯によっては、駐車場などの 

混雑が予想されます。 

利用者の皆様には大変 

ご迷惑をおかけしますが 

ご理解下さいますよう、 

よろしくお願いいたします。 

 



  

  

 

  

  

     

 

  

  

  

  

  
  

  

  

  
【一般書】 

怪盗探偵山猫 黒羊の挽歌             神永 学 

九十歳。何がめでたい               佐藤 愛子 

オライオン飛行                  高樹 のぶ子 

手のひらの京                     綿矢 りさ 

１週間でごっそり捨てる技術           リタ ポーレ 

去就                           今野 敏 

硝子の太陽Ｎ                    誉田 哲也 

四人の交差点                トンミ キンヌネン 

初陣                           今野 敏 

明るい夜に出かけて              佐藤 多佳子 

★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 
１月１９日（木） 

午前１０時３０分～ 
絵本の展示♪ 

絵本が好きならだれでも OK！ 

  映 画 上 映 会    

さっちゃんのかみしばい 
１月２１日（土） 

午前１１時 00 分～ 

さっちゃんがまってるよ♪ 

 

長門読書会 
１月２８日（土) 

午後 ２時００分～ 
同じ本を読み、 

感想や意見を述べあう会です☆ 

１月の予定 

「ぐるブック号」 

 
●A コース【通・三隅方面】 

１月 15日(木)、19日(木) 

●B コース【湯本・俵山方面】 

１月 11日(水)、25日(水) 

●C コース【日置・油谷方面】 

１月 13日(金)、27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・中止に 

なる場合があります。ご了承下さい 》 

 

移動図書館車  

ゆや分館 

『長門読書会』メンバー募集中！（毎月第４土曜日 14：00～） 

問合せ：長門市立図書館 読書会担当係 TEL：26-5123 

ゆや分館 

『ダ・ヴィンチ・コード』（149 分） 

2006年劇場公開 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 12 回 風土注進案 ≫ 

11月に人気があった本を紹介します(一部) 

『風土注進案』とは、天保 12 年正月、「地理産業仕出」の名目により代官に命じ、藩内全領域各町村の調査・ 

報告をさせ、藩府で集大成した地誌です。もとは、天保の改革の一環で企画した『國郡志』の編纂資料でした。 

 内容は、地名由来、気候や人口にはじまり、田畑石高、牛・馬・舟の数、職業別戸数、植物・獣・虫・魚の 

種類、物産、橋や湊、社寺、温泉や名所旧跡、冠婚葬祭などの風俗や伝承にいたるまで、多岐に渡って事細かく 

記されています。 

 清風は、紙・蝋・米・塩の防長四白はもちろん、造林・工業・織物などの各種工業や、産業を「的確」に 

奨励しています。また、干柿や乾大根、塩鮎や鯨肉の味噌漬など、農水産物の加工も促進し、付加価値を付ける 

ことで市場での評判をあげ、殖産振興の成功につなげました。その土地に合った産業・物産を見極められたのは、 

綿密な実態調査、『風土注進案』の賜物といえるでしょう。 

 長門市は、萩城下から見立てて、前
・

方にある三隅、仙崎、深川、俵山が『第 19 巻前
・

大津宰判』、その先
・

にある 

日置・油谷が『第 18 巻先
・

大津宰判』に収録されています。山口県文書館により活字化された、『防長風土注進案』 

全 22 巻を、長門市立図書館 郷土資料室に所蔵しています。貸出はできませんが、自由に手に取って読むことが 

できます。当時を知る貴重な文献にふれてみませんか…？ 

＊参考文献：『防長風土注進案』山口県文書館 『村田清風入門』平川 喜敬 他 

◇上 映 期 間  1月 1８日(水) ～ ２２日(日) 

◇上映開始時間 ①10：00～ ②14：00～ 

 

 

ひなの会 

１月 ６日（金） 

午前１０時３0 分～ 

2～3 歳児向けのおはなし会♪ 

 

おはなしの会 

１月２８日（土） 

午後３時 00 分～ 

楽しいおはなしの世界へようこそ！ 

 

か み し ば い 
１月 ７日（土） 
１月２１日（土） 
午後３時 00 分～ 
紙芝居でお話の世界をとどけます！ 

 

ゆ り か ご 
１月１７日（火） 

午前１０時３0 分～ 
ゆや分館の 

０～２歳児向けの読み聞かせ★ 

 

よみっこくらぶ 
１月１４日（土） 

１月２８日（土） 

午後３時３0 分～ 

ゆや分館の読み聞かせ おはなし会♪ 

 

 

おはなしポケット 
１月１４日（土） 

午後３時 00 分～ 

絵本や紙芝居の読み聞かせ♪ 

 

たまごの会 

１月２７日（金） 

午前１０時３０分～ 

０～２歳児向けの おはなし会！ 

 

「屋根裏の散歩者 他」 

1 月 ７日（土） 

午後１時３０分～ 

（上映時間７３分） 

 

「リトルモンスター３」 

 1 月 28 日（土） 

午後１時３０分～ 

（上映時間３３分） 

 

【児童書・絵本】 

のせてのせて 100かいだてのバス      マイク スミス 

どんぐりロケット                   早川 純子 

しゃっくりがいこつ           マージェリー カイラー 

ねずみのいもほり              いわむら かずお 

おなべおなべにえたかな           こいで やすこ 

かいけつゾロリの大金もち            原 ゆたか 

ダイアナ                     いちかわ のり 

とぶ船 上・下                  ヒルダ ルイス 

ぼくらのウソテレビ                ねじめ 正一 

これでカンペキ！！みんなの名前うらない     阿雅佐 

 

 

学研の図鑑 DVD 上映会    ２階視聴覚室 入場無料 

『学研の図鑑 LIVE』シリーズの、BBC（英国放送協会）制作 DVDを 

上映します。大きなスクリーンで、迫力の映像を！ 

ご家族みなさまでお楽しみください。 
 

第６回 「鳥」 １月  ８日（日） 14：00～15：00 
鳴き声や求愛、子育てまで、鳥のくらしをのぞいて 

みましょう。２０１７年は「酉年」です！ 

世界のめずらしい鳥を、美しい映像でどうぞ。 

アニメ上映会         ２階視聴覚室 入場無料 

＊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。 

2016年度 上半期  

長門市立図書館 本館 

＊ベストリーダー＊ 

第１位 『捜査組曲』今野 敏 

第２位 『天才』 石原 慎太郎 

第３位 『東京零年』 赤川 次郎 

第４位 『神剣人斬り彦斎』 葉室 麟 

第５位 『うめ婆行状記』 宇江佐 真理 

＊ベスト予約＊ 

第１位 『天才』 石原 慎太郎 

第２位 『希望荘』 宮部 みゆき 

第３位 『マル暴総監』 今野 敏 

第４位 『海の見える理髪店』荻原 浩 

第５位 『カエルの楽園』 百田 尚樹 
※ 貸出中の資料は、予約ができます。 

    お気軽に カウンターで おたずねください。 

かぜ・インフルエンザ を 予防 しましょう！ 

空気の乾燥とともに、流行します。 

うがい・手洗いはもちろんですが、 

図書館では、本の除菌機や、消毒用アルコールを 

設置しています。どうぞ、ご利用ください。 


