
    

  

 

 

 

 

 

 

 

〈文学・小説〉９００～９９９        

『クランクイン』             相場 英雄 

『天子蒙塵 第１巻』           浅田 次郎 

『西一番街ブラックバイト』        石田 衣良            

『Ｄの殺人事件、まことに恐ろしきは』   歌野 晶午 

『選ばれし壊れ屋たち』         鹿島田 真希  

『四月になれば彼女は』          川村 元気 

『老乱』                 久坂部 羊 

『国家とハイエナ』             黒木 亮 

『私の幽霊』               朱川 湊人 

『恋糸ほぐし』              田牧 大和              

『あなたのための誘拐』         知念 実希人 

『うき世櫛』                中島 要 

『セイレーンの懺悔』           中山 七里 

『掟上今日子の旅行記』          西尾 維新 

『コンテクスト・オブ・ザ・デット』    羽田 圭介 

『デトロイト美術館の奇跡』        原田 マハ 

『恋のゴンドラ』             東野 圭吾 

『アノマリー』              松岡 圭祐              

『しろいろの街の、その骨の体温の』   村田 沙耶香 

『夜行』                森見 登美彦 

〈その他〉０００～８９９  

『21 世紀の暫定名著』          ..群像編集部 

『成功している人は、なぜ神社に行くのか？』八木 龍平 

『図解働き方』              稲盛 和夫 

『最高の結果を引き出す質問力』     茂木 健一郎 

『日本の神様と楽しく生きる』      平藤 喜久子 

『ありのままに、ひたむきに』       大谷 光淳 

『異端カタリ派の歴史』     ミシェル・ロクベール 

『知識ゼロからの CGで読む戦国合戦』  .小和田 哲男  

『日本人が知らない「天皇と生前退位」』  .八柏 龍紀 

『天皇陛下 83 年のあゆみ』        .山下 晋司 

『挑戦』                 大下 英治 

『江戸散歩 決定版』           山本 博文 

『日・米・独―10 年後に生き残っている国はどこだ』      

『起業で使える事業計画書のつくり方』   高山 正之 

『豊洲利権と蓮舫』            井上 太郎 

『さらば白人国家アメリカ』        町山 智浩 

『ふるさと革命』              片山 修 

『2017 年世界最終戦争の正体』      .馬渕 睦夫 

『明日の平和をさがす本』         宇野 和美 

『「カエルの楽園」が地獄と化す日』    .百田 尚樹 

『ドキュメント北方領土問題の内幕』    若宮 啓文 

『移民の経済学』       ベンジャミン・パウエル 

『「あいさつ」の魔法』         .三上 ナナエ 

『介護施設で死ぬということ』       高口 光子 

『笑って楽しい！高齢者レクリエーション』 たっきゅうさん 

『防災教育の不思議な力』          諏訪 清 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『老衰死』          .NHK スペシャル取材班 

『病気は人生の夏休み』          樋野 興夫 

『胃がん』                比企 直樹 

『３万人のひざ痛を治した！痛みナビ体操』 銅冶 英雄 

『大人のメンタルヘルス常識』    トキオ・ナレッジ 

『年をとってもちぢまない まがらない』   船瀬 俊介            

『腸医が教えるこうすりゃ健康コンビニ飯』 松生 恒夫 

『小さな布箱づくり』          広岡 ちはる 

『働くママの時短ごはん』           武蔵 裕子 

『事前準備ナシ！帰ってから 

『本を読む 30分で作れる晩ごはん献立』  大庭 英子 

『カスタードのおやつ』          森崎 繭香 

『ラクラクお掃除新津式汚れ落とし術』   新津 春子 

『予防接種のえらび方と病気にならない育児法』黒部 信一 

『鳥獣害』                 祖田 修 

『漁師と水産漁業・養殖・流通の秘密』  実業之日本社 

『江戸あきない図譜 新装版』       高橋 幹夫 

『はじめてのスマートフォンの困ったをサクッと解決』 

『すごいぞ！恐竜おりがみ』       Studio ノマド 

『役者人生、泣き笑い』          西田 敏行 

『談志の遺言』              立川 談志 

『昭和プロレス迷宮入り事件の真相』      宝島社 

『図解チェス入門』             渡辺 暁 

〈児童書〉 

『ハムスターのすてきなお仕事』   あんびる やすこ 

『シノダ！指きりは魔法のはじまり』    富安 陽子 

『ぼくたちのリアル』          戸森 しるこ 

『じてんしゃのほねやすみ』       村上 しいこ 

『セカイの空がみえるまち』        工藤 純子 

『ヒックとドラゴン１２』   クレジッタ・コーウェル 

『オンネリとアンネリのふゆ』マリヤッタ・クレンニエミ   

『リヤカーマンって知ってるかい？』    永瀬 忠志 

『化学変化のひみつ』           .小森 栄治  

『宇宙はどのように誕生・進化したのか』 新海 裕美子 

『狩りをする生き物たち』         今泉 忠明 

『未来のために学ぶ四大公害病』      除本 理史 

『ふくはなにからできてるの？』      佐藤 哲也 

『火を使わないで作るごはん』      寺西 恵里子 

〈絵本・紙芝居〉 

『は・は・は』             せな けいこ 

『よるのさんぽ』           たむら しげる 

『まあちゃんのすてきなエプロン』  たかどの ほうこ 

『うおいちば』              安江 リエ 

『ちいさなゆきかきブルドーザープラウくん』 

                  ローラ・カーラー 

『カイとカイサのぼうけん』     エルサ・ベスコフ 

『おはなし日本の歴史 絵本版』       岩崎書店 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2/15 2/16 2/17 2/18 

① 10:00- 14:00- 10:00- 14:00- 

② 14:00- 10:00- 14:00- 10:00- 

日 月 火 水 木 金 土 

 １ 

休館日 
（図書整理日） 

２ 

ＢＭ：Ａコース 

白露木曜会 

３ 
ひなの会 

４ 
アニメ上映会 

か み し ば い 

５ ６ 

休館日 
 

７ 

 

 

８ 

ＢＭ：Ｂコース 

 

９ 

  

１０ 

ＢＭ：Ｃコース 

 

１１ 

休館日 

（建国記念の日） 

１２ 
学研の図鑑 LIVE 

『地球』 

DVD上映会 
 

１３ 

休館日 

 

１４ 

  

１５ 
定 例 会 

・おはなしポケット 
・サポートボランティア 

１６ 

ＢＭ：Ａコース 

絵本を楽しむ会 

１７ 

たまごの会 

１８ 
さっちゃんの 

かみしばい 
か み し ば い 
 

１９ 
睡 眠 と 脳 

  講 演 会 

２０ 

休館日 

 

２１ 

休館日 

 

２２ 

休館日 
 

 

２３ 

休館日 

 

２４ 

休館日 

 

２５ 
アニメ上映会 

読 書 会 

おはなしの会 

２６ 

       

 

２７ 

休館日 

 

２８ 

 

 

 

 
 

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。 

※ 資料点検のため、日程を変更しています。ご注意下さい。  

 
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) 12月入荷分   ＜平成２９年２月号＞ 

  映 画 上 映 会    

★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） 

場所：視聴覚室 

入場 
無料 

◇ 上 映 期 間  ２月１５日(水) ～ １８日(土) 

◇ 上映開始時間 日にちにより、開始時間が異なります。 

 

 

２月の予定 

◆ 毎週月曜日は、休館します。 
◆ １日（水）は、図書整理日のため、本館

・ ・

のみ
・ ・

休館します。 
◆ １１日（土）は、祝日（建国記念の日）のため、本館

・ ・

のみ
・ ・

休館します。 

 

 

資料点検のため、休館します 
 

本館 … ２月２０日（月） ～ ２月２４日（金） 

分館 … ２月２７日（月） ～ ３月 ３日（金） 

資料点検期間中は、図書館業務をすべて停止します。 

電話等によるお問い合わせにも、対応できません。 

利用者のみなさまには、大変ご迷惑をおかけしますが、 

ご理解・ご協力を、よろしくお願い致します。 

 ※ 図書館ＨＰからの予約はご利用できますが、予約受付の 

可否、確保のメール配信は、停止しています。 

※ 返却ポストはご利用できます。ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオや、 

相互貸借による他館資料は、開館時に必ずカウンターで 

ご返却ください。返却日は、開館日に設定されています。 

「資料点検」のため、休館します。 
 

①『荒野のストレンジャー 

上映時間 105分 音声：英語 字幕：日本語 

②『長州ファイブ』 

上映時間 115分 音声：日本語 

子ども読書ネットワークフォーラム in長門 3月 19日（日） 開催！ 

絵本作家 鈴木 のりたけ さん による講演会もあります。 

お申込み方法など、詳細は、としょかんだより 裏面へ … 

映画上映会 ①『荒野のストレンジャー』②『長州ファイブ』 2/15～2/18  
 

 

＊ 2/19（日）は、行事のため、上映会はありません。 

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。 



  

  

 

  

     

 

  

  

  

  

  
  

  

  

  
【一般書】 

コンビニ人間                   .村田 沙耶香 

美しい距離                  山崎 ナオコーラ 

作家刑事毒島                    中山 七里 

メビウス 1974                    堂場 瞬一 

田中角栄 人を動かす話し方の極意        斎藤 孝 

Ｄの殺人事件、まことに恐ろしきは       歌野 晶午 

左近 下                       火坂 雅志 

何者                         朝井 リョウ 

TATSUMAKI 特命捜査対策室７係       曽根 圭介 

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 
２月１６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！ 

さっちゃんのかみしばい 
２月１８日（土） 

午前１１時 00 分～ 

さっちゃんがまってるよ♪ 

 

長門読書会 
２月２５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☆ 

２月の予定 

「ぐるブック号」 

 
●A コース【通・三隅方面】 

２月１２日(木)、１６日(木) 

●B コース【湯本・俵山方面】 

２月１８日(水) 

●C コース【日置・油谷方面】 

２月 1０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 

運行中！ 

村
田
清
風 
明治維新 
150 年 
記念連載 

長門発！幕末維新  ≪ 第 13 回 越
こし

荷方
に か た

 ≫ 

12月に人気があった本を紹介します(一部) 

産業振興に成功した清風は、さらなる収入増大と藩財政の基盤をかためるべく、長州藩七代藩主、 

毛利重就が設けた「越荷方」に着目、これを拡充させます。 

「越荷方」とは、藩が下関で管理運営した「金融・倉庫業」です。 

 当時、奥州や北陸などの越路から、藩間貿易や民間売買の荷を積んだ「北前船」の往来が盛んになりつつあ 

りました。北前船は、日本海を通って大坂に海産物などを運び、かわりに衣類・ロウソクといった生活用品な 

どをのせ、越路へ戻ります。しかし、積荷には売れる・売れない時季があり、船主たちは積荷の売りさばきに 

苦労していました。 

 そこで、瀬戸内海の入口という地理条件から、中継基地として要所であった下関に倉庫群を建て、船主たち 

に倉庫を貸し、蔵敷料をとったのです。また、預かった積荷を担保に資金を貸し付け、利息を徴収したり、積 

荷の買い取りや委託を受け、大坂市場での相場が安いときは下関にとめ、高値のときに売りさばいて利益を得 

ました。 

 新しい財源.として潤いをもたらした「越荷方」の収入は、藩の非常時のみ使う特別基金、「撫育
ぶ い く

金
きん

」として 

貯蓄されました。この「撫育金」は、軍艦や鉄砲の購入、明治政府への寄付など、幕末・維新期における長州 

藩活躍の重要な資金になったといいます。 

＊参考文献：『村田清風入門』平川 喜敬 『山口県百科事典』山口県教育会 他 

ひなの会 

２月 ３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 

２月２５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 
２月 ４日（土） 
２月１８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 
２月２１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 
２月１１日（土） 

２月２５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 
今月は、 

  おやすみです。 

絵本や紙芝居の読み聞かせ♪ 

 

たまごの会 

２月１７日（金） 

午前１０時３０分～ 

０～２歳児向けの おはなし会！ 

 

「ダンボ」 

２月 ４日（土） 

午後１時３０分 ～ 

（上映時間 ６４分） 

 

「イソップ物語１」 

２月 2５日（土） 

午後１時３０分 ～ 

（上映時間 ５０分） 

 

【児童書・絵本】 

おおきなかぶ                     トルストイ 

ココ・シャネル                   久松 ゆのみ 

もりのぶらんこ（紙芝居）               東 君平 

ねずみくんとおばけ               なかえ よしを 

じゃんけんぽん                  せな けいこ 

ペネロペゆきあそびをする          アン・グットマン 

エリザベス・ブラックウェル              東 園子 

カミカミおもしろだ液学               岡崎 好秀 

ペンギンとざんたい                  斉藤 洋 

だんまりうさぎとおしゃべりうさぎ         安房 直子 

 

 

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７回 「地球」 ２月 １２日（日） 14：00～15：00   
太陽系の惑星の中で、唯一「海」をもつ、地球。 

地球の海や大気が引き起こす、さまざまな気象現象を、 

美しい映像で紹介します。 

アニメ上映会         ２階視聴覚室 入場無料 

睡眠と脳 講演会 

子どもの能力を引き出す 
睡眠覚醒リズムの大切さ 

 

日にち： ２月１９日（日） 

場 所： ２階 視聴覚室 

①10：00 ～ 10：30  
対象… 幼児のご家族 

②11：00 ～ 11：30  
対象… 小学校低・中学年のご家族 

③13：30 ～ 13：40 
対象… 小学校高学年～高校生のご家族 

④14：30 ～ 15：00  
対象… 一般 「睡眠が認知症を防ぐ」 

     

申込み： ２月１８日（土）まで 
長門市立図書館まで、電話または来館にて 

＊託児はありませんが、①・②は、講演会の間、 

お子様を対象とした「おはなし会」をいたします。 

 

 

子ども読書ネットワークフォーラム in 長門 開催！ 

絵本作家 鈴木 のりたけ さん 講演会 

『しごとば』ができるまで 
―新幹線運転士、東京スカイツリー駅に停まります― 

日にち：３月１９日（日） 

時 間：13：00 ～ 14：30 

対 象：小学生以上の子ども・大人 ＊託児はありません。 

定 員：８０名 ＊定員に達し次第、締切ります。 

申込み受付期間：２月１４日（火）～３月５日（日） 

長門市立図書館まで、電話、または来館にてお申込み下さい。 
 
 午前中も、イベントあります！ 
  市内で活動するボランティアさんによる♪おはなし会♪を予定 
  時間・場所など、詳細は、次月としょかんだよりにて 
  お知らせします。 
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