
    

  

 

 

 

 

 

 

 

〈文学・小説〉９００～９９９        

『幸田家のことば』            青木 奈緒 

『狩人の悪夢』             有栖川 有栖 

『東京クルージング』           伊集院 静                         

『なかなか暮れない夏の夕暮れ』      江國 香織                

『失われた地図』              恩田 陸 

『組織犯罪対策課 白鷹雨音』       梶永 正史 

『密室本能寺の変』           風野 真知雄 

『秋萩の散る』              澤田 瞳子 

『兵士に聞け 最終章』          杉山 隆男 

『孤独論』                田中 慎弥 

『錯迷』                 堂場 瞬一 

『柳生三代の鬼謀』             鳥羽 亮 

『108年の幸せな孤独』           中野 健太 

『野良猫を尊敬した日』           穂村 弘 

『戦友たちの祭典』            森村 誠一 

『合理的にあり得ない』          柚木 裕子 

『人生のぜいたく』            吉沢 久子 

『先生の夢十夜』             芳川 泰久 

『８号室』       ゲオルギイ・コヴェンチューク                    

『存在感のある人』         アーサー・ミラー 

〈その他〉０００～８９９  

『戦地の図書館』    モリー・グプティル・マニング 

『コーランの読み方』      ブルース・ローレンス 

『昭和８年』               石黒 敬章 

『人物比較でわかる日本史』       小和田 哲男 

『明治を作った密航者たち』        熊田 忠雄 

『古文書はいかに歴史を描くのか』      白石 智 

『江戸→TOKYO なりたちの教科書』    岡本 哲志 

『ギリシア人の物語２』          塩野 七生 

『おんな城主井伊直虎 その謎と魅力』   石田 雅彦 

『忍者の末裔』              高尾 善希 

『タイ ２０１７～２０１８年版』 地球の歩き方編集室 

『アメリカと中国が世界をぶっ壊す』    高山 正之 

『ポピュリズムとは何か』         水島 治郎 

『暗闘』                 山口 敬之 

『住宅ローンが払えなくなったら読む本』  矢田 倫基 

『被災ママに学ぶちいさな防災のアイディア 40 』アベ ナオミ 

『3・4・5 歳児のわくわく絵あそび 12 か月』.平野 真紀 

『そのイタズラは子どもが伸びるサインです』伊藤 美佳 

『公民館はだれのもの』          長澤 成次 

『無葬社会』               鵜飼 秀徳 

『ぜんぶわかる血液・免疫の事典』     奈良 信雄 

『覚えておこう応急手当』         加藤 啓一 

『認知症家族を救う安心対策集』      主婦の友社 

『よくわかる便秘と超の基本のしくみ』   坂井 正宙 

『図解老眼をぐんぐん若返らせる！ 

眼トレ＆回復法のすべて』 日比野 佐和子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ゼロからわかる疾患別検査値読みこなし』  栗原 毅 

『肝炎のすべてがわかる本』         泉 並木 

『やってはいけない歯の治療』       斎藤 正人 

『おいしいもち麦ダイエットレシピ』   田村 つぼみ 

『病気と不調を自分で治す！家庭おくすり大事典』 主婦の友社 

『ガンにならない体をつくる、毎日の簡単ごはん』松尾 みゆき 

『「また食べたい」と言われる基本の家庭料理』田中 伶子 

『きれいに見える「ひざ下 20㎝」の服』  Ｑuoi？Ｑuoi？ 

『刺繍で作る立体の花々』        鈴木 美江子 

『いちばんやさしい！組ひも』       多田 牧子 

『身につく作り置き』              スガ 

『スタイル別にわかるインテリアの基本』エクスナレッジ 

『世界で一番美しい深宇宙図鑑』ホヴァート・スヒリング 

『海の寄生・共生生物図鑑』         星野 修 

『農家が教える自然農法』      農山漁村文化協会 

『「カジノ法」の真意』            岩屋 毅 

『新・プロが教えるデジカメ撮影テクニック』三浦 健司 

『手仕事と工芸をめぐる大人の沖縄』    小澤 典代 

『ちいさな織り機でちいさなおしゃれこもの』蔭山 はるみ 

『おりがみのはこどうぶつ』        木村 良寿 

『永六輔の伝言』             矢崎 泰久 

『速さと持久力が一気に手に入る走り方』  鈴木 清和 

『日本フィギュアスケートの軌跡』    宇都宮 直子 

『日本の言葉の由来を愛おしむ』     高橋 こうじ 

〈児童書〉 

『きょうはやきにく』          いとう みく 

『ぞくぞく村のにじ色ドラゴン』      末吉 暁子 

『サイアク！』              花田 鳩子 

『にげたエビフライ』          村上 しいこ 

『竹とんぼ』              金子 みすゞ 

『わたしのせいじゃない』  レイフ・クリスチャンソン 

『ｉＰＳ細胞を発見！山中伸弥物語』    上坂 和美 

『10か国語でニッポン紹介 1』      こどもくらぶ 

『地球のあゆみえほん』          山下 美樹 

『地球を旅する生き物たち』        樋口 広芳 

『からだ・あいうえお』        中川 ひろたか 

『お月さまのこよみ絵本』          千葉 望 

『大接近！工場見学２』         高山 リョウ 

『やさいの花』               埴 沙萠 

『教科書にでてくる音楽家の伝記』       講談社 

〈絵本・紙芝居〉 

『たまおくんはたまごにいちゃん』  あきやま ただし 

『あさですよよるですよ』        かこ さとし              

『あかですよあおですよ』        かこ さとし 

『あからん』               西村 繁男 

『きんのおの』               蜂飼 耳 

『ショッピングカートのぼうけん』ビビ・デュモン・タック 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

 

 

１ 

休館日 

 

２ 
 

 

３ 

祝日開館 

（憲法記念日） 

★１７時閉館★ 

４ 

祝日開館 

（みどりの日） 

★１７時閉館★ 

５ 

祝日開館 
（こどもの日） 

★１７時閉館★ 

６ 

ﾅｲﾄﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 
アニメ上映会 

か み し ば い 

★１８時閉館★ 

７ 
学研の図鑑  ＬＩＶＥ 

『動物』 
ＤＶＤ上映会 
★１８時閉館★ 

８ 

休館日 
 

９ 

 

 

１０ 

ＢＭ：Ｂコース 

 

１１ 

白露木曜会 

１２ 

ＢＭ：Ｃコース 

１３ 
.お は な し 
ポ ケ ッ ト 

★１８時閉館★ 

１４ 

全国訪問 

おはなし隊 
   
★１８時閉館★ 

１５ 

休館日 

 

１６ 

  

１７ 

 
 

１８ 

ＢＭ：Ａコース 

絵本を楽しむ会 

１９ 

 

２０ 
さっちゃんの 

かみしばい 
か み し ば い 

★１８時閉館★ 

２１ 

★１８時閉館★ 

２２ 

休館日 

 

２３ 

 

２４ 
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 

２５ 

 

 

２６ 

ＢＭ：Ｃコース 

たまごの会 

 

２７ 
アニメ上映会 
読 書 会 
おはなしの会 
★１８時閉館★ 

２８ 

  

★１８時閉館★ 

２９ 

休館日 

３０ 

 

３１ 

 

 

 

開館時間（本 館） 

平  日 ９：３０～１８：００ 

土  日 ９：３０～１８：００ 
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  
 

長門市立図書館 新着  
紹介  

＜平成２９年５月の予定＞ 

 

 

(一部) ３月入荷分 

全国訪問おはなし隊.が やってくる！ 

日にち： ５月１４日（日） 

  10：00～10：30  

 キャラバンカー見学 （玄関前） 

たくさんの絵本を、自由に閲覧できます！ 

10：35～11：05  おはなし会 （視聴覚室） 

楽しい時間をお届けします！ 

対 象： ３才以上 

申 込： 5/7（日）まで 

 電話または来館にて、お申込み下さい。 

＊参加者にはおはなし隊からお土産付き！！ 

★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。 

５月・６月・７月・８月の『土曜日』・『日曜日』は午後６時まで、開館時間を延長します。 

◆ 時間延長は、本館のみで行います。祝祭日は対象外（午後５時まで）です。 

◆ 試験的な実施ですが、この機会にぜひ、図書館にお立ち寄りください♪  

 
 
６月１８日（日）午後３時より、 
「父の日おはなし会」を開催します。そこで 

おはなし会で絵本を読んでくださる男性の読み手を募集しま

す。ぜひ、この機会に〝読みメン〝デビューしませんか？ 

・募集人数：３名程度 

・募集期間：５月９日（火）～５月２８日（日） 

※顔あわせ、おはなし会プログラム作成のため一度 

  お集まりいただきます。 

 ..『父の日おはなし会』 

          開催！ 
男性の読み手を 

     大募集します！！ 

映画上映会 ①『キングダム・オブ・ヘブン』②『顔』・10：00～・14：00～ 

  
 

 

5/17～5/21 
 

 

５月号 
土・日曜日も！ 

１８時閉館です！       

 

 

閉館です！ 



  

  

（通称：ＢＭです！） 

 

  

 5/17 5/18 5/19 5/20 5/21 

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

②  14：00- 10：00- 14：00- 10：00- 14：00- 

  

 

  

  

  

  
  

  

ひなの会 

 

 

  

絵本を楽しむ会 
５月１８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      

さっちゃんのかみしばい 
５月２０日（土） 

午前１１時 00 分～ 

さっちゃんがまってるよ♪ 

 

長門読書会 
５月２７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☆ 

【一般書】 

野良猫を尊敬した日           穂村 弘 

東京クルージング           伊集院 静 

アンマーとぼくら            有川 浩 

九十歳。なにがめでたい         佐藤 愛子 

組織犯罪対策課白鷹雨音        梶永 正史 

今日が人生最後の日だと思って生きなさい .小澤 竹俊 

作家と楽しむ古典         池澤 直樹（他） 

米中海戦飛躍する日本         渡邉 哲也 

東京零年               赤川 次郎 

ハリーポッターと呪いの子第１部・第２部 Ｊ・Ｋ・ローリング 

                   

 

「ぐるブック号」 

 
●A コース【通・三隅方面】 

５月１８日(木) 

●B コース【湯本・俵山方面】 

５月１０日(水)、２４日(水) 

●C コース【日置・油谷方面】 

５月１２日(金)、２６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～） 

お問合せ：長門市立図書館 読書会担当係 TEL：26-5123 

★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  

ゆや分館 

５月の予定 

入場 
無料 

運行中！ 

村
田
清
風 

明治維新 
150 年 
記念連載 

長門発！幕末維新  

３月に人気があった本を紹介します(一部) 

  厳しい倹約令をだし、藩の借金を少なくしていった清風ですが、厳しく激しいこの改革に 

  商人・武士たちの清風への非難は強くなりました。萩平安古の役宅に顔を隠した男に門柱を切り付けたり、 

投石されたりしました。中には徒党を組んで清風の命を狙う者も出できたのです。身の危険を感じながらも 

暗殺者に投げかけた言葉があります。 

  
  国歩艱難策いまだ成らず 身を忘れて聊か献ず野芹の誠 才疎くして万事人望に違い  

徳薄くして多年世情に背く 皎月門前 誰が石を砕く 芳梅籬外渠れ楹を剪る 

松を撫して只託す千秋の後 清風に問うあらば我名を答えん 

今の世の人にはわからないかもしれないが、何百年後にはわかってもらえるかもしれない。 

長州藩の未来を見据えた、清風の強い信念がうかがえます。 

 
＊参考文献：『清風読本』三隅教育委員会  

おはなしの会 

５月２７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 
５月 ６日（土） 
５月２０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 
５月 16 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 
５月 13 日（土） 

５月 27 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 
５月１３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 

５月２６日（金） 

午前１０時３０分～ 

０～２歳児向けの おはなし会！ 

 

「赤毛のアン」 

５月 ６日（土） 

午後１時３０分 ～ 

（上映時間 90分） 

 

「うっかりペネロペ」 

５月２７日（土） 

午後１時３０分 ～ 

（上映時間３0分） 

 

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。 
 

 「動物」 ５ 月 ７ 日（日） 14：00～15：00   

食べる動物と食べられる動物。自然界で生き残るための 

彼らの戦いは、今日もどこかで繰り広げられています。 

                                           

 
アニメ上映会         ２階視聴覚室 入場無料 

① 『キングダムオブ・ヘブン』 

                                         （2005年） 

     上映時間 145分 音声：英語 字幕：日本語 

＊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。 

≪第 1６ 回≫ 三十七ヶ年賦
ぷ

皆済
かいさい

仕法
し ほ う

 ③ 

上       会

    

映    

②     『顔』 
   上映時間 73分 音声：日本語 

  

   □上映場所   図書館２階 視聴覚室 

   □上映期間   ５月１７日（水）～5 月２１日（日） 

 

※ 日にちによって上映開始時間が異なりますので、 

ご注意ください。 

４月・５月展示 

 

 
４・５月の展示は、いろいろな仕事や会社を舞台に 

した小説をあつめました。 

厚生労働省編職業分類によると現在約 2 万８千もの職

業数があるといいます。そこには働く人の数だけ、 

ストーリーがあります。 

働くことの‘生きがい’や‘喜び’が鮮明に描かれてい

るお仕事小説の世界。 

新生活が、スタートするこの季節、お仕事小説にどっぷ

り浸ってみませんか？ 

何か新しいひらめきが生まれるかもしれません！！ 

※貸出中の本につきましては〔ご予約〕をお願いします。 

【児童書】 

とんでもない           鈴木 のりたけ 

うみのおふろやさん       とよた かずひこ 

すがたをかえるたべものしゃしんえほん１５  宮崎 祥子 

すなばばば            鈴木 のりたけ 

ひゃくえんだま 新装版       ねじめ 正一 

ショッピングカートのぼうけん ビビ・デュモン・タック 

ふるるるる              武鹿 悦子 

崖の上のポニョ             宮崎 駿 

ぼくにもそのあいをください      宮西 達也 

きんのおの               蜂飼 耳 

 

祝日のためおやすみです。 


