
★１８時 

 閉館★ 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

〈文学・小説〉９００～９９９        

『みすゞと雅輔』             松本 侑子 

『石原慎太郎への弔辞』           佐高 信 

『がん入院オロオロ日記』       東海林 さだお 

『人生の選択』              曾野 綾子 

『満潮』                朝倉 かすみ 

『半島へ』                数多 久遠 

『ストロベリーライフ』           荻原 浩 

『幸福のパズル』             折原 みと 

『終わりなき夜に生まれつく』        恩田 陸 

『豊臣の野望』              梶山 三郎 

『心霊探偵八雲 １０』           神永 学 

『水壁』                 高橋 克彦 

『駒姫』                  武内 涼 

『ダブルマリッジ』              橘 玲 

『時限病棟』              知念 実希人 

『御徒の女』                中島 要 

『秋山善吉工務店』            中山 七里 

『ひとめぼれ』               畠中 恵 

『サロメ』                原田 マハ 

『断裁処分』               藤脇 邦夫 

『あとは野となれ大和撫子』        宮内 悠介 

『今ひとたびの、和泉式部』         諸田 玲  

〈その他〉０００～８９９  

『神話から現代まで一気にたどる日本思想』  日本実業出版社 

『学びなおすと倫理はおもしろい』     村中 和之 

『わくわく人生教室』           武田 双雲 

『身軽に生きる』             矢作 直樹 

『聖書と歎異抄』             五木 寛之 

『大航海時代の日本人奴隷』    ルシオ・デ・ソウザ 

『戦争を始めるのは誰か』         渡辺 惣樹 

『国民主義の時代』            小林 和幸 

『日朝関係史』               関 周一 

『前方後円墳国家』            廣瀬 和雄 

『中国古代史入門』            渡邉 義弘 

『インカ帝国探検記 改版         増田 義郎 

『一故人』                近藤 正高 

『ひと目でわかる「戦前の昭和天皇と皇室」の真実』    水間 政憲 

『小早川秀秋』              黒田 基樹 

『天秀尼の生涯』             三池 純正 

『世界が地獄を見る時』          門田 隆将 

『シリアからの叫び』 ジャニーン・ディ・ジョヴァンニ 

『政治が危ない』              御厨 貴 

『返還交渉』               東郷 和彦 

『米中もし戦わば』        ピーター・ナヴァロ 

『保育で使える！ワクワク手袋シアター』  ａｍｉｋｏ 

『心屋先生のお母さんが幸せになる子育て』     心屋 仁之助 

『山怪２』                田中 康弘 

『スタイリスト佐藤かなが作る男の子にも 

          女の子にも着せたい服』佐藤 かな  

 

 

 

 

 

 

 

『はじめまして物理』            吉田 武 

『タンポポハンドブック』         保谷 彰彦 

『中西悟堂フクロウと雷』         中西 悟堂 

『犬が来る病院』             大塚 敦子 

『サイコパス』              中野 信子 

『歯科治療なんでもブック』         朝倉 勉 

『スーパーフードの教科書』       マイナビ出版 

『独創力のレシピ』            高杉 俊一 

『女４０歳から体が若くなる食べ方』    済陽 高穂 

『薬はリスク』              宮坂 信之 

『刃物の科学』             朝倉 健太郎 

『靴のお手入れ新常識』          ＮＨＫ出版 

『星野リゾートの教科書』         中沢 康彦  

『すぐわかる陳列と演出ハンドブック』   鈴木 國朗 

『岩佐又兵衛』                平凡社 

『ブリューゲルの世界』           森 洋子 

『手作りスタンプのアイデア帖』     主婦と生活社  

『ヤスディの祈り』             林 典子  

『野村克也野球論集成』          野村 克也 

『ゆとりの美学』             前田 健太 

『語彙力がないまま社会人になってしまった人へ』   山口 謠司 

〈児童書〉 

『教科書にででくるおはなし３６６』   ＷＡＶＥ出版 

『超訳こども『ニーチェの言葉』       齋藤 孝 

『服部 半蔵』              水谷 俊樹 

『こども君主論』              齋藤 孝 

『キャリア教育に活きる！仕事ファイル①～⑦』  小峰書店編集部 

『昔の貧困・今の貧困』          稲葉 茂勝 

『障害者の仕事場を見に行く①～④』    小山 博孝 

『なまけてなんかない！』         品川 裕香 

『ながいながい骨の旅』          松田 素子 

『月はぼくらの宇宙港』          佐伯 和人 

『こどもりょうりのことば絵じてん』   三省堂編修所

『頭すっきり！なぞなぞゼミナール』     高柳 優 

『命の意味命のしるし』         上橋 菜穂子 

『水の森の秘密』              岡田 淳 

『おばけ遊園地は大さわぎ』        柏葉 幸子 

『河童のユウタの冒険 上・下』      斎藤 惇夫 

『金田一耕助』              横溝 正史 

〈絵本・紙芝居〉 

『ゆうかんな３ぴきとこわいこわいかいぶつ』 スティーブ・アンソニー 

『ぼくのあかいボール』   イブ・スパング・オルセン 

『へろへろおじさん』          佐々木 マキ 

『くろねこトミィ』            神沢 利子 

『おうさま』           ディック・ブルーナ 

『はいはいあかちゃん』           斉藤 洋 

『でんしゃがきました』          三浦 太郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

 

 

 

 

１ 
アニメ上映会 

か み し ば い 

★１８時閉館★ 

２ 

『魚』ＤＶＤ上映会 

図書館コンサート 

ママデュオ 

★１８時閉館★ 

３ 

休館日 
 

４ 

 

５ 

休館日 

（館内整理日） 

６ 
ＢＭ：Ａコース 

白露木曜会 

７ 
ひなの会 

８ 
.お は な し 
ポ ケ ッ ト 

★１８時閉館★ 

９ 
図書館コンサート 
タンポポ・李陽雨 
 
★１８時閉館★ 

１０ 

休館日 

１１  １２ 
ＢＭ：Ｂコース 

 

１３ １４ 

ＢＭ：Ｃコース 

 

１５ 
さっちゃんの 

かみしばい 
か み し ば い 

★１８時閉館★ 

１６ 

★１８時閉館★ 

１７ 

休館日 

（海の日） 

１８ 

振替休館日 

１９ 
 

２０ 

ＢＭ：Ａコース 

絵本を楽しむ会 

 

２１ ２２ 
アニメ上映会 
読 書 会 
おはなしの会 
★１８時閉館★ 

２３ 

★１８時 

閉館★  

30 

２４ 

休館日 

 

休館日 

31 

２５ 

 

２６ 
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 

２７ 
 

 

２８ 

ＢＭ：Ｃコース 

たまごの会 

 

 

２９ 

 

 

★１８時閉館★ 

 

開館時間（本 館） 

平  日 ９：３０～１９：００ 

土  日 ９：３０～１８：００ 
（ 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 

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

新着  
紹介  

＜平成２９年７月の予定＞ 

 

 

(一部) ５月入荷分 

★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。 

※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。 

 

映画上映会   『大空港』10：00～・14：00～   
 

 

7/12～7/16

６6 
 

 

７月号 
来月まで！ 

１８時閉館 
です！ 

＊平成２９年度読書感想文・感想画『課題図書』＊ 

📚読書感動文・感想画の課題図書を新着図書コーナーに配架してあります。 

📚課題図書は貸出期間が一週間（７月～９月）となりますので、ご了承下さい。☆貸出中の本は予約ができます。 

休館日のお知らせ 

（本館・分館） 

長門市在住のママデュオによるピアノとフルートの音楽会。 
やさしい音色を聞きながら、至福の時間をお過ごし下さい。 

♪日時♪ ７月２日（日）１０：３０～１１：１０ 
♪場所♪ 長門市立図書館 １Ｆフロア 

演奏者 ♥ピアノ 山﨑 葉子さん ♥坂田 真奈美さん 

図書館体験¨四¨隊 7/25～7/28 申込受付期間 7/4～7/20 

ＤＵＯ・たんぽぽさんと李
イ

 陽
ヤン

雨
ウ

さんのギターの 

演奏会です。楽しい時間をお過ごし下さい。 

♪日時♪ 7 月９日（日）１４：００～１４：４０ 
♪場所♪ 長門市立図書館 １Ｆフロア 
演奏者   ＤＵＯたんぽぽさん・李 陽雨さん 

 

◆ 毎週月曜日は、休館します。 

◆  ５日（水）は館内整理日のため、本館・分館ともに休館します。 

◆ １７日（月）祝日（海の日）のため本館のみ休館します。 

♦ １8日（火）祝日振替のため本館・分館ともに休館します。 

♦   

 



  

  

（通称：ＢＭです！） 

オリジナルブックカバーと 
しおりづくりに挑戦！ 

大切な本に自分だけのカバーとしおりを 
作っちゃおう！ 

日時： ７月２２日（土）１０：００～１２：００ 

場所： ラポールゆや 
持参物： お気に入りの本・飾りに使いたいもの 
（リボン・マスキングテープ・布・フェルトなど） 

対象者：小学生 
定員：１０名（定員となり次第、締め切ります。） 
★申込受付期間７月１日（土）～１６日（日）まで 
申し込み先：ゆや分館へ電話または来館 

  

  

 
★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 
７月２０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！ 

７月の予定 

 

  映 画      

さっちゃんのかみしばい 
７月１５日（土） 

午前１１時 00 分～ 

さっちゃんがまってるよ♪ 

 

長門読書会 
７月２２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】 

はじめての野菜づくり         主婦の友社 

マル暴総監               今野 敏 

喧嘩                 黒川 博行 

あひる                今村 夏子 

ポイズンドーター・ホーリーマザー   湊 かなえ 

「ぐるブック号」 

 
●A コース【通・三隅方面】 

７月 ６日(木)、２０日(木） 

●B コース【湯本・俵山方面】 

７月１２日(水)、２６日(水) 

●C コース【日置・油谷方面】 

７月１４日(金)、２８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 

ゆや分館 

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  

5月に人気があった本を紹介します。（一部） 

月に人気があった本を紹介します(一部) 

ひなの会 

７月 ７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 

７月２２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 
７月 １日（土） 
７月１５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 
７月２５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 
７月 ８日（土） 

７月 2２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 
７月 ８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 

７月２８日（金） 

午前１０時３０分～ 

０～２歳児向けの おはなし会！ 

 

「ドナルド・ 

ダック②」 

７月 １日（土） 

午後１時３０分 ～ 

(上映時間６２分) 

 

「ロミオの青い空」 

 ７月２２日（土） 

午後１時３０分 ～ 

（上映時間９０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。 
 

 「魚」 ７ 月 ２ 日 （日） 14：00～15：00   
 普段見る事のできない魚たちの生き方をぜひご覧ください。 

アニメ上映会         ２階視聴覚室 入場無料 

   『大空港』 

     上映時間 136分 音声：英語  字幕：日本語 

≪第 1８回≫    尊聖堂① 

上       会

    

映    

  

   上映場所   図書館２階 視聴覚室 

   上映期間   ７月１２日（水）～７月１６日（日） 

  上映開始時間 ①１０：００～  ②１４：００～ 

【児童書】 

ぼくらの七日間戦争           宗田 理 

どろぼうトラ吉とどろぼう犬クロ    那須 正幹 

すみれとあり             矢間 芳子 

たらふくまんま           馬場 のぼる 

ミス・マープル       アガサ・クリスティー 

ぼくのもものき           広野 多珂子 

図書館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、本のコーティングなど、 

色々な仕事が体験できるよ！ 

📚日時 ７月２５日（火）～７月２８日（金） 

    ９時３０分～１２時まで 

📚場所 長門市立図書館内 

📚対象 長門市内在住の小学５・６年生 

📚定員数 各日４名まで、計１６名（先着順） 

※希望日をお伺いしますが、先着順となります。 

※おひとり様一日のみの参加になります。 

📚受付期間 ７月４日（火）～７月２０日（木） 

※定員となり次第、締め切ります。 

📚参加費 無料 

📚申し込み先 長門市立図書館へ電話または来館。 

※当日は動きやすい靴・服装でお越しください。 
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６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１１日（火）～７月３０日（日） 

※定員となり次第、締め切ります。 

・参加費  １００円（※レクレーション保険料） 

・持参物  軍手（手袋）・はさみ・ 

   （あれば、切りだしナイフ・使わなくなった布） 

・申込み先 長門市立図書館へ電話または来館 

※当日は動きやすい靴・服装でお越し下さい。 

  

Ｌｅｔ‘ｓ Ｔｒｙ Ｅｎｇｌｉｓｈ！ 

楽しく英語をはじめましょう！ 

日 時：８月５日（土）１０：００～１１：００ 

場  所：長門市立図書館 

対 象 者：小学校５・６年生 

定  員：１０名 

申込み受付期間：７月１日（土）～７月１６日（日） 

      ※定員となり次第締め切ります。 

指 導 者：阿波 秀範先生（塾講師） 

持 参 物：筆記用具 

 

 

 

長い年月、藩主の命によって困難な財政再建の仕事に取り組んできた清風ですが、健康がすぐれず、 

弘化２年（１８４５年）６３歳の時、勤めを辞めて三隅山荘に帰ってきました。 

思えば藩の厳しい財政再建の中で、時には命の危険にさらされながらも、懸命に生き抜いてきた 

清風です。こうして無事に、ふるさと三隅で残された人生を生きていけることに感謝するのでした。 

しかし清風はのんびりと余生をおくることを望まず、次の世代に、教育を繋げていくことに情熱を注ぎました。

身分の垣根を取り除き、やる気のあるものには誰でも、教育の場を与えようとしました。 

そこで、清風は三隅山荘内に学舎をつくり、家に伝わる『孔子像』を一室に安置しました。 

その場所を『尊聖堂』と名付けました。 

                               参考文献：『清風読本』三隅教育委員会 


