
 

学研の図鑑ｌｉｖｅ 

「危険生物」 サメの能力 

８月６日（日）１４：００～１５：００ 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

〈文学・小説〉９００～９９９        

『乱歩と清張』               郷原 宏 

『夏目漱石解体全書』           香日 ゆら 

『芭蕉という修羅』           嵐山 光三郎 

『茨木のり子の献立帖』         茨木 のり子 

『ミステリ国の人々』          有栖川 有栖 

『みみずくは黄昏に飛びたつ』      川上 未映子 

『農を棄てたこの国に明日はない』     野坂 昭如 

『枕草子のたくらみ』           山本 淳子 

『あの子が結婚するなんて』       五十嵐 貴久 

『球道恋々』                木内 昇 

『アリがと謝謝』             木下 諄一 

『か「」く「」し「」ご「」と「』     住野 よる 

『かがみの狐城』             辻村 深月 

『ドクター・デスの遺産』         中山 七里 

『掟上今日子の裏表紙』          西尾 維新 

『暗手』                  馳 星周 

『潮騒はるか』               葉室 麟 

『アノニム』               原田 マハ 

『僕が殺した人と僕を殺した人』      東山 彰良 

『女系の教科書』             藤田 宜永 

『劇場』                 又吉 直樹 

『ホサナ』                 町田 康 

〈その他〉０００～８９９  

『文春砲』              週刊文春編集部 

『権力に迫る「調査報道」』       高田 昌幸（他） 

『儒教の歴史』               小島 毅 

『最速で成功する脳の使い方』        上田 寛 

『新・映像の世紀大全』     ＮＨＫ「新・映像の世紀大全」プロジェクト 

『どの教科書にも書かれていない日本人のための世界史』      宮脇 淳子 

『古文書講師になれました』        宇野 藍子 

『こんなに変わった！日本史教科書』    山本 博文 

『基地反対運動は嫌いでも沖縄のことは嫌いにならないでください 』     知念 章 

『ドイツ三〇〇諸侯』           菊池 良生 

『コブのない駱駝』         きたやま おさむ 

『台南高雄とっておきの歩き方』  地球の歩き方編集室 

『バルトの国々 2017～2018年版』 地球の歩き方編集室 

『パリ＆近郊の町 2017～2018年版』地球の歩き方編集室 

『徹底検証日本の右傾化』         塚田 穂高 

『大宅壮一のことば』           大宅 壮一 

『ニュースの嘘を見抜け』         辛坊 治郎 

『中国と韓国は息を吐くように嘘をつく』  高山 正之 

『警察手帳』              古野 まほろ 

『だれが世界戦争を始めるのか』      日高 義高 

『金正恩の核ミサイル』          宮崎 正弘 

『裁判所の正体』            瀬木 比呂志 

『部長の仕事術』             川井 隆史 

『人民元の興亡』             吉岡 桂子 

『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  

 

 

 

 

 

 

 

『場所でつながる/場所とつながる』     田所 承己 

『老後くらい好きにさせてよ』       野末 陳平 

『これからの「歴史教育法」』       野崎 雅秀 

『しあわせを引き寄せる洋菓子の事典』  今田 美奈子 

『歩いてわかった地球のなぜ！？』     松本 穂高 

『外来種のウソ・ホントを科学する』  ケン・トムソン 

『図解でわかるホモ・サピエンスの秘密 』 インフォビジュアル研究所 

『「つらい腰痛」は指一本でなくなります』  坂戸 孝志 

『甲状腺の病気』             主婦の友社 

『すぐわかる内臓脂肪の減らし方』     主婦の友社 

『子宮内膜症』              百枝 幹雄 

『本当に必要な薬がわかる本』   ブックマン社編集部 

『江戸城の全貌』            萩原 さちこ  

『トコトンやさしい船舶工学の本』     池田 良穂 

『虹色チョーク』             小松 成美 

『多肉植物ハオルシア』           林 雅彦 

『ねこの事典』              今泉 忠明  

『森林業』                村尾 行一  

『潮干狩りの疑問７７』          原田 知篤 

『広重ＴＯＫＹＯ』           小池 満紀子 

『勝つ！卓球ダブルス上達６０のコツ』   高山 幸信  

〈児童書〉 

『トリックアートミステリートレイン』   グループ・コロンブス 

『考えよう！女性活躍社会』１・２・３    孫 奈美 

『もっと知ろう！点字』       日本点字図書協会 

『親子で学ぶ！統計学はじめて図鑑』    青山 和裕 

『よくわかる重力と宇宙』         佐藤 勝彦 

『太陽系の不思議１０９』         永田 美絵 

『世界恐竜発見地図』         ヒサ クニヒコ 

『雑草図鑑』               亀田 龍吉 

『どうぶつのからだこれ、なあに？』１～７ 今泉 忠明 

『昆虫ワールド』             小野 正人 

『臨床工学技士の一日』   ＷＩＬＬこども知育研究所  

『ごみゼロ大作戦！めざせ！Ｒの達人』１～６     浅利 美鈴 

『ねこまつりのしょうたいじょう』    いとう みく 

『キキとジジ』              角野 栄子 

『夏の猫』                北森 ちえ 

『なきむしにかんぱい！』         宮川 ひろ 

『青い空がつながった』        毛利 まさみち 

〈絵本・紙芝居〉 

『ねぇ、しってる？』        かさい しんぺい 

『ちいさなかえるくん』          甲斐 伸枝 

『くれよんがおれたとき』        かさい まり 

『このあいだになにがあった?』       佐藤 雅彦 

『うみのそこたんけん』        中川 ひろたか 

『そらまめくんのはらっぱあそび』    なかや みわ 

『しましまかしてください』        林 なつこ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

 １ ２ 

休館日 

（館内整理日） 

３ 

ＢＭ：Ａコース 

白露木曜会 

４ 
ひなの会 

５ 
Ｌｅｔ‘ＴｒｙＥｎｇｌｉｓｈ！ 
アニメ上映会 

か み し ば い 

★１８時閉館★ 

６ 
工作教室 

学研の図鑑  ＬＩＶＥ 

『危険生物』 
ＤＶＤ上映会 
★１８時閉館★ 

７ 

休館日 
 

８ 

 

９ 
 

ＢＭ：Ｂコース 

１０ 
 

１１ 
休館日 

（山の日） 

１２ 
.お は な し 
ポ ケ ッ ト 

★１８時閉館★ 

１３ 
 
 
★１８時閉館★ 

１４ 

休館日 

１５  １６ 
 

１７ 

 

１８ 

 

１９ 
さっちゃんの 

かみしばい 
か み し ば い 

★１８時閉館★ 

２０ 

★１８時閉館★ 

２１ 

休館日 

２２ 

 

２３ 
 

２４ ２５ 

 

２６ 
アニメ上映会 
読 書 会 
おはなしの会 
★１８時閉館★ 

２７ 

 

★１８時閉館★ 

２８ 

休館日 

２９ 

 

３０ 
 

３１ 
 

 

 

 

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 

新着  
紹介  

＜平成２９年８月の予定＞ 

 

 

(一部) ６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。 

８月号 

＊平成２９年度読書感想文・感想画『課題図書』＊ 

📚読書感想文・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（８月～９月）となります。  

          ☆貸出中の本は予約ができます。 

昔なつかしい竹のおもちゃを 

工作が得意な図書館長といっしょに作ろう！ 

＊日 時 ８月６日（日） ＊場 所 長門市立図書館 

＊対 象 小学５・６年生 ＊定 員 先着１０名 

＊参加費 １００円（レクリエーション保険料） 

＊受付期間 ７月１１日（火）～７月３０日（日） ※定員に達し次第締切 

＊持参物 軍手または手袋・はさみ 

（あれば、切りだしナイフ・使わなくなった布） 

＊申込方法 長門市立図書館へ電話または来館 

※今月まで『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ています。 

※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『ボーンアイデンティティ―』『１０日間で男を上手にフル方法』１０：００～・１４：００～ 

 

『10：00～・14：00～   
 

 

8/16 ～ 8/20

６6 
 

 

休館日のお知らせ 

（本館・分館） 

◆ 毎週月曜日は、休館します。 

◆  ２日（水）は館内整理日のため、本館のみ休館します。（分館は開館） 

◆ １１日（金）祝日（山の日）のため本館のみ休館します。（分館は開館） 

 

★参加者大募集★       詳細は裏面へ⇒ 
①ナイトライブラリー  ②『本の装備講座』 
③『グランパ・グランマのおはなし会』読み手募集 

ＢＭ：Ａコース 
 

８月で１８時

閉館は終わ

ります。 

１９時閉館 

１ ９ 時 閉 館 

１ ９ 時 閉 館 

１ ９ 時 閉 館 

１ ９ 時 閉 館 

１９時閉館 

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 

ＢＭ：Ｃコース 

たまごの会 

ナイトライブラリー 



  

  

（通称：ＢＭです！） 
②『１０日間で男を上手にフル方法』 

     上映時間 1１６分 音声：英語  字幕：日本語 

 

ナイトライブラリー 

今回のナイトライブラリーは、夏の夜にぴったりの企画を 
用意しました！昼の図書館とは違う閉館後の図書館を、 
楽しくすごしてみませんか？ 
★日 時 ８月２５日（金）１９：００～２１：００ 
★場 所 長門市立図書館 
★内 容 １９：００～１９：３０ こわぁ～いおはなし会 
     １９：３０～２０：３０ 何をするかは当日のお楽しみ！ 
      ２０：３０～２１：００ くらぁ～い図書館を探検！？ 
    ※貸出を希望される方は必ず、図書利用カードをお持ち下さい。 

★持参物 懐中電灯 
★対 象 小学生の子どもさんとそのご家族 
★定 員 先着１０名 
★申込期間 ８月１３日（日）まで ※定員に達し次第締め切ります。 
★申込先 長門市立図書館（２６－５１２３） 
 ※当日の模様を撮影し図書館ＨＰに掲載いたしますので、ご了承ください。 

  

  

 ８/１６ ８/1７ ８/1８ ８/1９ ８/２０ 

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

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

  

 

  

  

  

  
  

  

 

 

 

  

 

  映 画      

さっちゃんのかみしばい 
８月１９日（土） 

午前１１時 00 分～ 

さっちゃんがまってるよ♪ 

 

長門読書会 
８月２６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】 

御徒の女                中島 要 

アンマーとぼくら            有川 浩 

秋山善吉工務店            中山 七里 

三鬼                宮部 みゆき 

今ひとたびの、和泉式部        諸田 玲子 

「ぐるブック号」 

 
●A コース【通・三隅方面】 

８月 ３日(木)、１７日(木） 

●B コース【湯本・俵山方面】 

８月 ９日(水)、２３日(水) 

●C コース【日置・油谷方面】 

８月２５日(金)のみ 
 

 
・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 

★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  

運行中！ 

村
田
清
風 

８月の予定 

明治維新 
150 年 
記念連載 長門発！幕末維新  

６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 

８月 ４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 

８月２６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 
８月 ５日（土） 
８月１９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 
８月１５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 
８月 2６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 
８月１２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 

８月２５日（金） 

午前１０時３０分～ 

０～２歳児向けの おはなし会！ 

 

「キテレツ大百科⑲怪談編２」 

８月 ２６日（土）  

午後１時３０分 ～ 

(上映時間５０分) 

 

「戦争童話集②」 

 ８月５日（土） 

午後１時３０分 ～ 

（上映時間７２分） 

 

①『ボーンアイデンティティー』 

     上映時間 1１９分 音声：英語  字幕：日本語 

≪第 1９回≫ 尊聖堂② 

上       会

    

映    

【児童書】 

マイアサウラ           たかし よいち 

円周率の謎を追う            鳴海 風 

空を飛ぶ昆虫のひみつ          星 輝行 

かいけつぞろりの大どろぼう      原 ゆたか 

このあしだあれ？     ネイチャー＆サイエンス 

ぼくのもものき           広野 多珂子 

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３～６年生 

定  員：  １０名 

      ※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 

 

 

 

『尊聖堂』に、清風は自分の大切にしていた多くの蔵書を差し出し、子弟の教育に役立てたのでした。 

 清風を中心にして朝夕、学問や武芸にはげむ若者たちの姿は、地域の人々の向上心を燃え上がらせたと 

言われています。また『尊聖堂』に刺激を受けて三隅の各地に私塾がおこりました。 

清風は若者たちを愛し、厳しく導き育てるのでした。見どころのある者、才能のある者を励まし伸ばして、 

いくことに努力を惜しみませんでした。これは『尊聖堂』が、地元士民たちに喜んで迎えられた時のうたです。 

『是に於て、大いに文武を興し、上卿大夫より下衆庶子弟に至る迄、文を学び武を習わずは無し。 

 閤里委巷（村や町の隅々）に至るまで、人々策（書物や筆記ノート）を挟み、咿唔（素読音流の声） 

 の絶えず。刀剣撃墜刺の術、弓銃駆馭の技、少壮の士日夜に勉励せざるはなし』 

          参考文献：「村田清風入門」 平川 喜敬  「村田清風入門」 三隅教育委員会 

＊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。 

※ 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。 

  

   上映場所   図書館２階 視聴覚室 

   上映期間   ８月１６日（水）～8月２０日（日） 

  

・ア ニ メ 

『本の装備体験講座』 
図書館の本は、保護のために透明なフィルムでコーティ
ングしています。お気に入りの本にビニールフィルムを
かけてみませんか？ 

＊日にち ９月９日（土） 

＊対象 高校生以上 

＊時間 ①１０：００～１１：３０ ②１４：００～１５：３０ 

＊定員 いずれも１０名 

＊持参物 装備したい本（５冊程度）・はさみ・３０cm ものさし 

＊申込期間 ８月１５日（火）～８月３１日（木） 

   ※定員に達し次第、締め切ります。 

＊参加費 無料 

＊申込み先 長門市立図書館に来館または電話 

   開催のお知らせ＆読み手を募集します！ 

９月１７日（日）敬老の日にちなみ、グランパ（おじいちゃん）

グランマ（おばあちゃん）によるおはなし会を行います。この

おはなし会で絵本を読んでくださるお孫さんをお持ちの方を 

募集します。温かく楽しい時間をお過ごしください。 

・日 時 ９月１７日（日） １５：００～ 

・募集人数 ３名程度 

・募集期間 ８月１５日（火）～８月３１日（木） 

※顔合わせ・おはなし会プログラム作成のため、事前に一度お集まり頂きます。  

★図書館内のどこでも飲み物をお飲みいただけます★ 
❀ふたができるものであるもの 

❀机・本・床に水滴がつかないものであること 

※ルールを守ってご利用いただきますようお願いいたします。 

食べ物に関しては「自販機前」でのみお願いいたします。 

絵本を楽しむ会 
 

お休みです 
 


