
    

  

 

 

 

 

 

 

 

〈文学・小説〉９００～９９９        

『７人の名探偵』             綾辻 行人 

『宗麟の海』              安部 龍太郎 

『ホワイトラビット』          伊坂 幸太郎 

『地の星』                伊吹 有喜 

『裏切りのホワイトカード』        石田 衣良 

『琥珀の夢』上・下            伊集院 静 

『銀河鉄道の父』             門井 慶喜 

『星ちりばめたる旗』          小手鞠 るい 

『孤軍』                 笹本 稜平 

『青い花』               瀬戸内 寂聴 

『百貨の魔法』              村山 早紀 

『ワルツを踊ろう』            中山 七里 

『十津川警部予土線に殺意が走る』    西村 京太郎 

『草笛物語』                葉室 麟 

『ライオンは仔猫に夢中』         東川 篤哉 

『マスカレード・ナイト』         東野 圭吾 

『淳子のてっぺん』             唯川 恵 

『アナログ』              ビートたけし 

『もう生まれたくない』           長嶋 有 

『夫の後始末』              曾野 綾子 

『さいとう市立さいとう高校野球部』  あさの あつこ

『ぼくらが漁師だったころ』   チゴズィエ・オビオマ

『運命と復讐』           ローレン・グロフ      

『冷たい家』           ＪＰ．ディレイニー 

〈その他〉０００～８９９  

『これだけは知っておきたい「著作権」の基本と常識 』  宮本 督 

『ゲンロン０』               東 浩紀 

『立憲君主昭和天皇』上巻         川瀬 弘至

『北朝鮮を撮ってきた！』   ウェンディＥ．シモンズ 

『吉本興業をキラキラにした男林弘高物語』 小谷 洋介 

『はじめよう、お金の地産地消』      木村 真樹 

『西郷隆盛十の「訓え」』         西郷 隆文 

『人口減少時代の土地問題』        吉原 祥子 

『「働き方改革」まるわかり』       北岡 大介 

『不登校から抜け出した家族が見つけた幸せの物語』  菜花 俊 

『睡眠教育（みんいく）のすすめ』     木田 哲生 

『子どもの一生を決める！「待てる」「がまんできる」力の育て方』 田嶋 英子     

『「つい怒ってしまう」がなくなる子育てのアンガーマネジメント 』 戸田 弘実 

『岩波講座日本経済の歴史 3』    深尾 京司（他） 

『海の地政学』      ジェイムズ・スタヴリディス 

『体内の「炎症」を抑えると、病気にならない！』  池谷 敏郎

『よくわかる強迫症』           有園 正俊 

『疲れがとれて朝シャキーンと起きる方法』 友野 なお 

『猫のための家づくり』          

『東芝の悲劇』              大鹿 靖明 

『ＳＮＳ地獄を生き抜くオトナ女子の文章作法』  石原 壮一郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『銭湯』                  町田 忍 

『せまりくる天災とどう向きあうか』    鎌田 浩毅 

『最新大腸がん治療』           福長 洋介 

『ストレスの脳科学』           田中 正敏 

『日々のあみもの』           那須 早苗                  

『子どもの病気ＳＯＳ』           草川 功 

『マンホール』              石井 英俊 

『ホットドッグの歴史』      ブルース・クレイグ 

『だしかけごはん』            淺野 曜子 

『酒米ハンドブック 改訂版』       副島 顕子 

『小さい林業で稼ぐコツ』      農山漁村文化協会 

『東洋ファンタジー風景の描き方』    ゾウノセ（他） 

『服部 良一』             服部音楽出版 

『日本茶のさわやかスイーツ』       本間 節子              

『裏まで楽しむ！大相撲』         ダグハウス 

『はじめて講師を頼まれたら読む本 最新版』  大谷 由里子 

『暗号大全』               長田 順行 

〈児童書〉 

『世界の国ぐに大冒険』          井田 仁康 

『和食のえほん』             江原 絢子 

『女子力アッププリンセスマナーレッスン』  辰巳 渚        

『美術ってなあに？』        スージー・ホッジ 

『音楽のカギ、空想びじゅつかん』    野本 由紀夫            

『知ってる？陸上競技』          朝原 宣治  

『かわいいゴキブリのおんなの子メイベルとゆめのケーキ』ケイティ・スペック 

『ドリトル先生航海記』     ヒュー・ロフティング 

『ルルとララのハロウィン』     あんびる やすこ 

『はりねずみのルーチカ ハロウィンの灯り』 かんの ゆうこ 

『プテラノドン』           たかし よいち 

『フタバスズキリュウ』        たかし よいち 

『生き物たちの冬ごし図鑑動物』      今泉 忠明 

『春くんのいる家』            岩瀬 成子 

『おばけのアッチドララちゃんとドララちゃん』角野 栄子 

『ラブリィ！』              吉田 桃子 

〈絵本・紙芝居〉 

『へんしんテスト』         あきやま ただし 

『まるみつけた』            大塚 いちお 

『あのときのカレーライス』     きむら ゆういち 

『ふしぎなのりものずかん』         斎藤 洋 

『くろくんとちいさいしろくん』     なかや みわ 

『スープになりました』          彦坂 有紀 

『ばけバケツ』              軽部 武宏 

『なにたべているのかな？』     とよた かずひこ 

『ゆびさしな～に？』        とよた かずひこ 

『ねこのさら』            野村 たかあき 

『くねくね！』      クレール・ズケリ・ローマ― 

『ちいさなあなたがねむる夜』 ジーン E. ペンジウォル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

 １ 
ひなの会 

２ 
アニメ上映会 

か み し ば い 

くずし字講座 

３ 
学研の図鑑  ＬＩＶＥ 

『古生物』 
ＤＶＤ上映会 

４ 

休館日 

５ ６ 
 

７ 
ＢＭ：Ａコース 

白露木曜会 

８ 
 

９ 
おはなし     

ポケット 

１０ １１ 

休館日 

１２ １３ 
ＢＭ：Ｂコース 

 
 

１４ 
 

１５ 

 

１６さっちゃんの
かみしばい 

かみしばい 
読書会 

１７ 

 

 

１８ 

休館日 

 

１９ 

 

２０ 

定例会 
・おはなしポケット 
・サポートボランティア 

２１ 

ＢＭ：Ａコース 

絵本を楽しむ会 

２２ 

ＢＭ：Ｃコース 

たまごの会 
 

２３ 

休館日 

（天皇誕生日） 

２４ 

 

２５ 

休館日 

２６ 

 

２７ 
ＢＭ：Ｂコース 

 

２８ 
 

 

 

２９ 

年末休館日 

 

３０ 

年末休館日 

３１ 

年末休館日 
 

＊年末年始返却ポストのご利用について＊ 
●年末年始の休館期間中は、返却ポストをご利用ください。 

●ただし、ご利用いただけるのは、長門市立図書館・ゆや分館の 「本・雑誌のみ」となります。 

●「ビデオテープ」「DVD」「CD」「相互貸借による他館資料」は、必ず、開館時にカウンターで 

ご返却下さい。 破損などの状況によっては、弁償になることもあります。  

ご協力、よろしくお願いいたします。 

新着  
紹介  

＜平成２９年１２月の予定＞ 

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 

 

 

 

(一部) 10月入荷分 

映 画 上 映 会『名探偵再登場』１０：００～・１４：００～ 

 

『10：00～・14：00～   
 

 

12/13～12/17 
 

 

長門市立図書館 

ＴＥＬ  : ２ ６ - ５ １２ ３  

ＦＡＸ  : ２ ６ - ２ ７７ ５  

ＵＲＬ  :  http://www.lib-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 

★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。 

１２月号 

 

休館日 

のお知らせ 

（本館・分館） 

◆ 毎週月曜日は、休館します。 

◆ ２３日（土）は、祝日（天皇誕生日）のため、本館のみ休館します 

（分館は開館します。開館時間 9：00～17：00） 

年末年始休館について  

本館 … 12 月 29 日（金）～1 月４日（木）まで、休館します。 

●年始は 1 月５日（金）から、開館します。 

 ※ 1 月４日（木）は、開館準備作業のため、本館のみ休館します。 

分館 … 12 月 29 日（金）～1 月３日（水）まで、休館します。 

●年始は 1 月４日（木）から、開館します。 

♪♪♪ ママデュオ『クリスマスコンサート』♪♪♪ 

＊日時   １２月１６日（土）１４：００～ 場所 閲覧コーナー 

＊ピアノ  山﨑 葉子 さん 

＊フルート 坂田 真名美 さん 



  

（通称：ＢＭです！） 

『古生物Ⅱ』１２月 ３日 （日） 

 14：00～14：５0 
 

今から約２５０万年前～約２万年前 

の氷河期時代に生きていた大型の生 

き物たちのくらしを見てみましょう。 

 

  

 

 

 

 

 

          

  

 

  

  

  

  
  

  

 

 

 

  

絵本を楽しむ会 
１２月２１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 
１２月１６日（土） 

午前１１時 00 分～ 

さっちゃんがまってるよ♪ 

 

長門読書会 
１２月１６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】 

蜜蜂と遠雷               恩田 陸 

ＡＸ                伊坂 幸太郎 

十津川警部予土線に殺意が走る    西村 京太郎 

銀婚式                篠田 節子 

ニャンニャンにゃんそろじー     有川 浩（他） 

「ぐるブック号」 

 
●A コース【通・三隅方面】 

１２月  ７日(木)、２１日(木） 

●B コース【湯本・俵山方面】 

１２月１３日(水)、２７日（水） 

●C コース【日置・油谷方面】 

１２月 8 日(金)、２２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！ 

１２月の予定 

月の予定 

ひなの会 

１２月１日（金） 

2～3 歳児向けのおはなし会♪ 

 

おはなしの会 

今月はおやすみします 

 

 

か み し ば い 
１２月 ２日（土） 
１２月１６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 
１２月１９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 
１２月９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 
１２月 ９日（土） 

 午後３時０分～ 

絵本や紙芝居の読み聞かせ♪ 

 

たまごの会 

１２月２２日（金） 

午前１０時３０分～ 

０～２歳児向けの おはなし会！ 

 

【アニメ上映会】【学研の図鑑ＤＶＤ】上映会 ２階視聴覚室 入場無料

会  

『名探偵再登場』 
  上映時間８８分   音声：日本語  字幕：日本語 

上       会

    

映    

【児童書】 

ターシャ・テューダー        ノセ クニコ 
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せつない動物図鑑       ブルック・バーカー 

女子力アッププリンセスマナーレッスン 

和食のえほん             江原 絢子 

＊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。 

・ア ニ  メ 

 

 

   図書館 新システム始動！ 

長門発！幕末維新  
≪第２３回≫  晩年の清風 ① 明治維新 

150 年 
記念連載 

６３歳のとき、体調が優れず、職を辞して三隅山荘に帰って来ました。体調に不安を抱えた清風でしたが、

気力は衰えていませんでした。清風の願いは、近郷の子弟を集めて私塾を開き、青少年の教育に情熱を注

ぐことでした。 

当時、学問、武道の稽古といえば、武士の子弟だけに限られていましたが、清風は農民や町人の子供でも、

学問武芸を志す者には誰でも教育の場を与えようとしました。 

天保１４年春、まず手始めに山荘内に学舎を作りました。家に伝わる孔子像を一室に安置して「尊
そん

聖堂
せいどう

」

と名づけました。尊聖堂は学問を修め、武道をけいこする教育の場となりました。 

清風は若者達を愛し、常にきびしく導き育てました。見どころのある者、才能のある者を励まし伸ばす努

力を惜しみませんでした。 

参考文献『村田清風入門 平川喜敬』 『清風読本 三隅町教育委員会』 

村
田
清
風 

１１月２９日（水）から新たな図書館システムで運用開始となります。 

これにより図書館のホームページ URL・メールアドレスが変わりました。 

アドレスを登録されている皆さんは、変更をお願いします。 

＊＊＊＊新しいアドレス＊＊＊＊ 

ＨＰ／http://www.lib-nagato.jp/ 

E-mail／library@lib-nagato.jp 

１２月１３日（水）～１２月１７日（日）の期間 

●午前１０時～ 午後１４時～ の２回上映します。 

一部書籍の書影（本の表紙写真）を見ることができたり、検索画面等もリニューアルをしています。 

『自分流』の図書館利用をぜひ、見つけてください！ 

今回のリニューアルで新たに始まったサービスは１月号で詳しくお知らせします。 

（12月市広報も併せてご覧ください。） 

 
 

 

 

★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。 
１０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) 

 『ファンタジア』 
 

１２月 ２日（土） 

午後１時３０分から 

（上映時間１２０分） 

http://www.lib-nagato.jp/

