
ととししょょかかんんだだよよりり 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

〈文学・小説〉９００～９９９        

『キネマの天使』             赤川 次郎 

『おもかげ』               浅田 次郎 

『京都・舞鶴殺人事件』          梓 林太郎 

『ミステリークロック』          貴志 祐介 

『卑劣犯』                笹本 稜平 

『移植医たち』              谷村 志穂 

『心中旅行』               花村 萬月 

『編集ども集まれ！』           藤野 千夜 

『ノーマンズランド』           誉田 哲也 

『森家の討ち入り』            諸田 玲子 

『ぬるい生活』（大活字本）         群 ようこ 

『おはぐろとんぼ』上・下（大活字本）   宇江佐 真理 

『すごいトシヨリＢＯＯＫ』         池内 紀 

『うたかたの日々』            諏訪 哲史 

『多田富雄』               多田 富雄 

『新編・日本幻想文学集成 ８』      夏目 漱石 

『茶席からひろがる漢詩の世界』      諸田 龍美 

『自由を盗んだ少年』             金 革 

『霧の島のかがり火』     メアリー スチュアート 

『湖畔荘』上・下          ケイト モートン 

『僕には世界がふたつある』   ニール シャスタマン 

『父の逸脱』          セリーヌ・ラファエル 

〈その他〉０００～８９９  

『インターネットは自由を奪う』 アンドリュー キーン 

『病院で働く心理職』          野村 れいか 

『世界最古の物語』        Ｔｈ．Ｈ．ガスター 

『斎宮』                 榎村 寛之 

『縄文人はなぜ死者を穴に埋めたのか』   大島 直行 

『海賊がつくった日本史』         山田 順子 

『ジャック・シラク フランスの正義、そしてホロコース

トの記憶のために』         ジャック シラク 

『もっと知りたい！イスラエル』     平岡 真一郎 

『ニッポンの大問題』            石破 茂 

『それ、売りますか？貸しますか？運用しますか？無料と

いう手もありますよ。』          泉 正人 

『「聞き書きマップ」で子どもを守る』  原田 豊           

『つまずきたくない人いまから挽回したい人のための高 

校の勉強のトリセツ』          船登 惟希 

『歴メシ！』               遠藤 雅司 

『知られざる地下微生物の世界』 タリス オンストット 

『過敏で傷つきやすい人たち』       岡田 尊司 

『食物アレルギーと上手につき合う方法』 神奈川 芳行 

『美しすぎる「数」の世界』        清水 健一 

『中東世界データ地図』         ダン・スミス 

 

 

 

 

 

 

 

 

『４７都道府県・米／雑穀百科』       井上 繁 

『維新の商人（あきびと）』          古川 薫 

『日本人とくじら』             小松正之 

『秘すれば花なり山頭火』         西本 正彦 

『消せなかった過去』           平松 達夫 

『まど・みちお詩と童謡の表現世界』     張 晟喜 

〈児童書〉 

『こども論語』               齋藤 孝 

『Ｌａ ＺＯＯのトリックアートＢＯＯＫ』 竹内 龍人 

『マララのまほうのえんぴつ』   マララ ユスフザイ 

『真夜中の電話』              赤川次郎 

『うみのとしょかんチンアナゴ３きょうだい』 葦原かも 

『うらない師ルーナと三人の魔女』  あんびる やすこ 

『満月の娘たち』            安東 みきえ 

『てんこうせいはワニだった！』      おのりえん 

『夢見の占い師』              楠 章子 

『プティ・パティシエールとどけ！夢みる花束クレープ』 工藤 純子 

『魔法学校へようこそ』        さとう まきこ 

『僕は上手にしゃべれない』        椎野 直弥 

『ビブリオバトルへ、ようこそ！』     濱野 京子 

『くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん 』１～２０ むらた こういち 

『グリムのむかしばなし』１、２        グリム 

〈絵本・紙芝居〉 

『ビルくんとはたらくくるま』       新井 洋行 

『おべんとうばこのなかから』     中川 ひろたか 

『みんなともだち』           二宮 由紀子 

『天のかみさま金んつなください』    津谷 タズ子 

『きみもこねこなの？』   エズラ ジャック キーツ 

『いろいろはっぱ』            小寺 卓矢 

『森から海へ』            さとう ひろし 

『走れ！！機関車』       ブライアン フロッカ 

『プーさんとであった日』    リンジー マティック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

 
   １ 

白露木曜会 

ＢＭ：Ａコース 

２ 
 

ひなの会 

３ 
アニメ上映会 

かみしばい 

くずし字講座 

４ 
学研の図鑑 ＬＩＶＥ 

『鳥』 
ＤＶＤ上映会 

５ 

休館日 

 

６ 

 

７ 

休館日 

（図書整理日） 

８ 
 

おもちゃの森 

９ 
 

ＢＭ：Ｃコース 

 

１０ 
おはなし     

ポケット 

１１ 
 

１２ 

休館日 

 

１３ 

 

１４ 

 
ＢＭ：Bコース 

 

１５ 

ＢＭ：Ａコース 

絵本を楽しむ会 

１６ １７さっちゃんの
かみしばい 

かみしばい 
 

１８スライド 

トークショー 

「ぼくらはみんな

生きている！」 

１９ 

休館日 

２０ 

 

２１ 春分の日 

（祝日開館） 
聞かせ屋。けい

たろうさんがやっ

てくる！ 

２２ ２３ 

ＢＭ：Ｃコース 

たまごの会 
 

２４ 
アニメ上映会 

くずし字講座 

おはなしの会 
読書会 

２５ 

 

２６ 

休館日 

２７ 

 

２８ 
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 

２９ ３０ ３１ 

新着  
紹介  

＜平成３０年 3 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) １月入荷分 
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。 

３月号 

 ◆毎週月曜日は、休館します。 

◆７日（水）は、図書整理日のため、本館、分館とも休館します。 

◆２１日（水）春分の日は開館します（祝日開館） 

開館時間 本館 ９：３０～１７：００ 

     分館 ９：００～１７：００ 

休館日 

のお知らせ 

（本館・分館） 

3月の「おもちゃの森」あそびにきてね！ 

日 時 ３月８日（木）１４：００～１５：３０ 

場 所 ２階視聴覚室 対 象 ０歳以上（どなたでも） 

映画上映会『ノッティングヒルの恋人』『長州ファイブ』１０：００～・１４：００～ ３/１４～３/１７ 

“雑誌スポンサー”募集中！ 
図書館では、所蔵雑誌を広告媒体として提供する「雑誌スポンサー制度」を導入（平成２６年度～）し、 

随時、スポンサーになって頂ける事業所を募集しています。現在、６事業所にスポンサーとなって頂いて 

います。事業主の方はぜひ、ご検討頂きご協力をお願い致します。 

●受付期間   随時 

●広告掲示期間 スポンサー決定月から年度末まで（更新可） 

●費  用   雑誌の購読料 

●内  容   雑誌を提供して頂く事業所等の名称や広告をカバー等に明示し、広告媒体として 

活用して頂くもの（※詳細は図書館ホームページをご覧ください。） 

 

 

＝ 図書館利用カード返却のお願い ＝ 

卒業・就職・転勤などで、「長門市内に在住」または「長門市内に通

勤・通学」という利用資格から外れられる方は、利用カードをご返却く

ださい。返却確認後、住所や電話番号など、利用カード作成時にご

登録された個人情報データを削除いたします。 

図書館のご利用ありがとうございました。 

【学研の図鑑ＤＶＤ】上映会 ２階視聴覚室 入場無料 

『鳥』 ３月４日（日）１４：００～１４：５０ 
およそ１億５０００万年前、羽毛の生えた 

恐竜の中から、空を飛べるようになったも 

のが現れました。それが鳥です。 

http://free-illustrations.gatag.net/tag/3%E6%9C%88
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


  

（通称：ＢＭです！） 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  
  

    

絵本を楽しむ会 
３月１５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 
３月１7 日（土） 

午前１１時 00 分～ 

さっちゃんがまってるよ♪ 

 

長門読書会 
３月２４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】 

翼がなくても             中山 七里 

有機・無農薬でできるはじめての家庭菜園  金子 美登 

パンと牛乳は今すぐやめなさい！    内山 葉子 

異類婚姻譚             本谷 有紀子 

翻弄                 上田 秀人 

「ぐるブック号」 

 
●A コース【通・三隅方面】 

３月 1 日(木)、１５日（木） 

●B コース【湯本・俵山方面】 

３月１４日(水)、２8 日（水） 

●C コース【日置・油谷方面】 

3 月 ９日(金)、２3 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！ 

３月の予定 

月の予定 

ひなの会 

3 月 2 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 

３月２４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 
３月 ３日（土） 
３月１７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 
３月２０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 
３月１０日（土） 

３月２４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 
３月１０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 

３月２３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 】  ２ 階 視 聴 覚 室  入 場 無 料
会  

① 『ノッティングヒルの恋人』 
上映時間１２３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  字幕：日本語 

 

上       会

    

映    

【児童書】 

かいけつゾロリ大けっとうゾロリじょう 原 ゆたか 

暴君おやじと対決           伊東 章夫 

ティラノサウルス         たかし よいち 

クレオパトラ              迎 夏生 

すごいね！みんなの通学路  ローズマリー  マカーニー 

＊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 

長門発！幕末維新  ≪第２６回≫  周布政之助 ① 
明治維新 
150 年 
記念連載 

周布政之助は文政六年（１８２３年）３月２３日、周布兼正の５男として、萩市江向
えむかい

に生まれた。政

之助が生まれてすぐに父兼正と長兄兼親（五郎左衛門）が亡くなり、生後６ヶ月で家督を相続すること

となる。母と政之助は実家である村田家を頼って、三隅村浅田（現長門市三隅下浅田）に移り住み、幼

少期を浅田にて過ごした。 

母は、賢夫人（かしこい婦人）として知られ、政之助も母に仕えてよく孝行し、藩主から二度の賞を

受けるほどであった。後に、政之助が江戸藩邸に勤めていたとき母が送った手紙には、 

「ここもと（母）無事、留守両家（村田家、周布家）無事、只
ただ

命
いのち

を差し上げ、御両殿（毛利敬親、元徳

両公）に御奉公致さるべし（ご奉公しなさい）」。とあり、子への厳しい教えの中にも温かい母の愛情が

こもっていた。政之助は、この手紙を「四寸（約１３ｃｍ程の手紙）の御感謝状」といって、いつも肌

身離さず持っていたという。 

村
田
清
風 

上映場所   図書館２階 視聴覚室 

上映期間   3 月１４日（水）～3 月 17 日（土） 

★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。 
１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) 

 3 月２４日（土） 
午後１時３０分から 

（上映時間６０分） 

～大人も子どもも楽しめる絵本の世界～ 

ｂｙ聞かせ屋。けいたろう 

 

『釜石の“奇跡”』 

子どもたちが語る 3.11 

 

 

 

『ミッキーマウス』  

ミッキーの誕生日 
   

参

参考文献 『維新の英傑 周布政之助小伝 大谷喜信』 

午前の部 親子で楽しむおはなし会  

時 間  １０：００～１０：３０ 

対 象  未就学児親子 定員２０組 

 

午後の部 読み聞かせ講座 

時 間  １３：００～１４：３０  

対 象  ボランティア・読み聞かせに興味のある人 

※高校生以上 定員５０人 

３／１１（日）まで申し込み受付中です！ 

※定員に達し次第、締め切ります。 

申し込み方法：長門市立図書館まで電話または来館 

☆☆参加費は無料です☆☆ 

 

日にち：３月２１日（水）春分の日 

講 師：坂口 慶 氏（「聞かせ屋。けいたろう」） 

場 所：長門市立図書館２階 視聴覚室 

♪参加者募集中♪ 

 3 月３日（土） 
 午後１時３０分から 

（上映時間４９分） 

 

スライドトークショー 
「ぼくらはみんな生きている！」 

  ３/１４ ３/１５ ３/１６ ３/１７ 

①  10：00- 14：00- 10：00- 14：00- 

②  14：00- 10：00- 14：00- 10：00- 

 

しあわせ動物写真家 福田幸広氏 

＆ 

野生動物撮影コーディネーター ゆうきえつこ氏 

20年以上、二人で旅してきた地球上の動物たちの

姿を、楽しい写真と動画を使ってお話します。 

 地元、山口県内で撮影された、ニホンアナグマの

とても貴重なシーンをご紹介します。 

日にち｜２０１８／３／１８（日） 

時間｜１４：００～１５：３０ 

場所｜長門市立図書館 ２階 視聴覚室 

対象｜年長以上であればどなたでも 

定員｜８０名（要申込み） 

3／１１（日）まで申し込み受付中です！ 

※定員に達し次第、締切ります。 

お申込み方法｜長門市立図書館へ電話または来館にて 

      ＊参加無料です♪ 

 


