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〈文学・小説〉９００～９９９        

『怪人江戸川乱歩のコレクション』    平井 憲太郎 

『能楽名作選 上・下』          天野 文雄 

『いのちの姿 完全版』           宮本 輝 

『私の漂流記』              曾野 綾子 

『嘘の木』         フランシス・ハーディング 

『代診医の死』            ジョン ロード 

『踊る星座』               青山 七恵 

『博多那珂川殺人事件』          梓 林太郎 

『画狂其一』                梓澤 要 

『くちなし』               彩瀬 まる 

『波濤の城』              五十嵐 貴久 

『俺はエージェント』           大沢 在昌 

『カシス川』              荻野 アンナ 

『双生児』                 折原 一 

『カーテンコール！』           加納 朋子 

『サハラの薔薇』             下村 敦史 

『ハリケーン』              高嶋 哲夫 

『逃亡刑事』               中山 七里 

『銀河の通信所』            長野 まゆみ 

『天翔ける』                葉室 麟 

『たゆたえども沈まず』          原田 マハ 

『探偵少女アリサの事件簿２』       東川 篤哉 

『八月十五日に吹く風』          松岡 圭祐 

『宮辻薬東宮』             宮部 みゆき 

『武者始め』               宮本 昌孝 

『噓』                  村山 由佳 

『幕末ダウンタウン』           吉森 大祐 

〈その他〉０００～８９９  

『基礎からわかる情報リテラシー』     奥村 晴彦 

『退屈すれば脳はひらめく』  マヌーシュ ゾモロディ 

『撮ってはいけない』          飯野 たから 

『はじめての今さら聞けないＰＤＦ入門』  桑名 由美 

『本の本』                夢眠 ねむ 

『モチベーション革命』          尾原 和啓 

『ニッポンのおみくじ』          鏑木 麻矢 

『日本人のための第一次世界大戦史』    板谷 敏彦 

『逆説の日本史２３』           井沢 元彦 

『異説で読み解く明治維新』         河合 敦 

『兵農分離はあったのか』         平井 上総 

『最強の女』                鹿島 茂 

『立憲君主昭和天皇』下巻         川瀬 弘至 

『脱大日本主義』            鳩山 由紀夫 

『アジア辺境論』              内田 樹 

『アフター・ビットコイン』        中島 真志 

『知識ゼロからのビットコイン・仮想通貨入門』   廣末 紀之 

『副業図鑑』               戸田 充広 

『７０歳、はじめての男独り暮らし』    西田 輝夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ノーベル賞１１７年の記録』 ノーベル賞の記録編集委員会 

『１５歳のコーヒー屋さん』         岩野 響 

『肺炎にならないためののどの鍛え方』   大谷 義夫 

『発達障害の基礎知識』          宮尾 益知 

『「低気圧頭痛」は治せる！』         佐藤 純 

『知ってびっくり子どもの脳に有害な化学物質のお話』  水野 玲子 

『小さな平屋に暮らす。』         山田 きみえ 

『ラブリーな遺品整理術』    アリソン・ギルバート 

『大豆粉でできる糖質オフのお菓子＆パン』真藤 舞衣子 

『ネットだけで集客と販促最強の教科書』  阿部 悠人 

『「ななつ星」「四季島」「瑞風」ぜんぶ乗ってきた！』 中嶋 茂夫 

『日本ボロ宿紀行』            上明戸 聡 

『わたしの兄の本』       モーリス センダック 

『一〇五歳、死ねないのも困るのよ』    篠田 桃紅 

『「昭和」の子役』             樋口 尚文 

『「宇宙戦艦ヤマト」の真実』        豊田 有恒 

『野村のイチロー論』           野村 克也 

〈児童書〉 

『大久保利通』              水谷 俊樹 

『社会科見学！みんなの市役所 １階』 オフィス３０３ 

『いくらかな？社会がみえるねだんのはなし ４』  藤田 千枝 

『あかちゃんパンダ』         しゅう もうき 

『世界の働くくるま図鑑』上巻・下巻 

『めざせ！鉄王（テツキング）新幹線クイズ』山﨑 友也 

『夢活！なりたい！アニメの仕事 １』代々木アニメーション学院 

『２６階だてのツリーハウス』  アンディ グリフィス 

『最後のオオカミ』       マイケル モーパーゴ 

『大どろぼうジャム・パン』       内田 麟太郎 

『おばけのアッチとくものパンやさん』   角野 栄子 

『きつね音楽教室のゆうれい』      小手鞠 るい 

『とうふやのかんこちゃん』        吉田 道子 

『１０代からのプログラミング教室』    矢沢 久雄 

〈絵本・紙芝居〉 

『大造じいさんとがん』           椋 鳩十 

『なきごえたくはいびん』      えがしら みちこ 

『おしりつねり』              桂 文我 

『ちいさなちいさなちいさなおひめさま』  二宮 由紀子 

『はるですよ』          くすのき しげのり 

『ブルドッグたんていときえたほし』    谷口 智則 

『あれあれだあれ？』         中川 ひろたか 

『おさるのジョージバスケットボールをする』 Ｍ．レイ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新着  
紹介  

＜平成３０年４月の予定＞ 

開館時間（本 館） 

平  日 ９：００～１８：００ 

土日祝日 ９：００～１７：００ 

（ 分 館 ） 

平  日 ９：００～１８：００ 

土日祝日 ９：００～１７：００ 

 

(一部) ２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。 

４月号 

●４月から本館の開館時間が変わります●  
本館 の開館時 間が４月 1 日（日）か ら 午前９ 時 に変わ ります。これ は図書館 の  

開館 時間を検 討するた めに、平成３ ０年度に 試験的に 実施するもの です。  

開館 時間につ いて、ご 意見等ござい ましたら 、ぜひ声 をお聞かせく ださい。  

開館 時間  本 館  平  日 －９：００～１８： ００  

        土日 祝－９：００～１７： ００  

 ◆毎週月曜日は、休館します。 

◆ ４日（水）は、図書整理日のため、本館のみ休館します。 

◆２９日（日）は祝日（昭和の日）のため本館のみ休館します。 

◆３０日（月）は祝日の振替のため本館のみ休館します。 

※分館は通常どおり開館します。 

休館日 

のお知らせ 

（本館・分館） 

【学研の図鑑ＤＶＤ】上映会 ２階視聴覚室 入場無料 

『宇宙』 ４月１日（日）１４：００～１４：５０ 

迫力のＤＶＤで太陽系の過去と現在の 

なぞを解き明かす旅に出てみましょう！ 

日 月 火 水 木 金 土

１＊学研の図鑑LIVE＊ ２ ３ ４ ５ ６ ７アニメ上映会

『宇宙』 休館日 休館日 ＢＭ：Ａコース ひなの会 かみしばい

ＤＶＤ上映会 （図書整理日） 白露木曜会 くずし字講座

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

休館日 ＢＭ：Bコース おもちゃの森 BM:Cコース おはなしの森

イツイツデアウ

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１

休館日
ＢＭ：Ａコース

絵本を楽しむ会 かみしばい

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８おはなしの会

休館日 BM:Bコース BM:Cコース
長門読書会

くずし字講座

・サポートボランティア
   定例会

たまごの会 アニメ上映会

２９ ３０
休館日 休館日

（祝日・昭和の日） （振替休日）

４/１８～４/２２

映画上映会『ゴースト／ニューヨークの幻』『若草物語』 １０：００～・１４：００～

さっちゃんの

かみしばい

●大学受験＆高校受験で使用した過去問題集を集めています 
受験を終えられた方の中で、お譲り頂くことが可能な問題集等がある場合は、 

図書館へご寄贈下さい。 

＊頂いた問題集は返却いたしません。また、活用可能かどうかの判断は図書館へ一任して

頂きますので、予めご了承下さい。 

 



  

（通称：ＢＭです！） 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  
  

    

絵本を楽しむ会 
４月１９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 
４月２１日（土） 

午前１１時 00 分～ 

さっちゃんがまってるよ♪ 

 

長門読書会 
４月２８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】 

テーラー伊三郎             川瀬 七緒 

ジ ゼ ル               秋吉 理香子 

老後のお金備えの正解          有山 典子 

何がちがう？どうちがう？似ている日本語   佐々木 瑞枝 

陸 王                 池井戸 潤 

「ぐるブック号」 

 
●A コース【通・三隅方面】 

４月 ５日(木)、１９日（木） 

●B コース【湯本・俵山方面】 

４月１１日(水)、２５日（水） 

●C コース【日置・油谷方面】 

４月１３日(金)、２７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！ 

４月の予定 

月の予定 

ひなの会 

4 月 6 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 

４月２８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 
４月 ７日（土） 
４月２１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 
４月１７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 
４月１４日（土） 

４月２８日（土） 

午後３時３0 分～ 

ゆや分館の読み聞かせ おはなし会♪ 

 

 

おはなしの森 
４月１４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 

４月２７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 『ゴーストーニューヨークの恋人ー』 
上映時間１２７分 音声：英語  字幕：日本語 

② 『若草物語』 
上映時間１１８分 音声：英語  字幕：日本語 

 

上       会

    

映    

【児童書】 

すごく危険な毒せいぶつ図鑑        西海 太介 

かくれてぱくり              海野 和男 

なくなプップくん             伊東 章夫 

La Zoo のトリックアート Book       竹内 龍人 

うみのとしょかんチンアナゴ３きょうだい 葦原 かも 

＊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 

上映場所   図書館２階 視聴覚室 

上映期間   ４月１８日（水）～４月２２日（日） 

★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。 
２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) 

 ４月２８日（土） 
午後１時３０分から 

（上映時間３５分） 

『坊ちゃん』 

 

 

『長ぐつをはいたねこ』 

人形劇  
 

参考文献 『維新の英傑 周布政之助小伝 大谷喜信』 

 ４月７日（土） 
 午後１時３０分から 

（上映時間４７分） 

 

  ４/１８ ４/１９ ４/２０ ４/２１ ４/２２ 

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

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

 

夜の図書館へようこそ！ 

 

 

時 間｜１８：００～２０：００ 

   （１７：３０～入館受付開始） 

場 所｜長門市立図書館 

内 容｜１８：００～１８：３０ 夜のおはなし会 

    １８：３０～１９：３０ 図書館でゲーム！？ 

☆☆何をするかは当日のお楽しみ！☆☆ 

１９：３０～２０：００ 親子読書タイム 

★貸出を希望される方は必ず、図書館利用カード

をお持ちください☆ 

対 象｜３歳以上小学生までの子どもさんとその家族 

定 員｜先着２０家族（※定員に達し次第締め切ります） 

申込期間｜４月５日（木）～４月２２日（日） 

お申込み方法｜長門市立図書館へ電話または                        

来館にて 

℡０８３７‐２６-５１２３  

♪♪参加無料です♪♪ 

＊当日の模様を写真撮影し、図書館のホームページ

等に掲載致しますので、予めご了承下さい。 

長門発！幕末維新  ≪第２７回≫  政之助と明倫館 ① 
明治維新 
150 年 
記念連載 政之助は、８歳にして明倫館教師、木村

き む ら

藤
とう

太
た

に習字、読書を学びました。のちに、明倫館に入学し、

文武に励み、認められて２２歳のとき、明倫館廟司
びょうし

（館内の孔子の像を祀る
まつ   

堂を管理する役で、優秀な

生徒が任命される）に任命されました。また、政之助は、若い頃から藩政に関心をいだき、来原良蔵や

松島剛三らと「嚶鳴社
おうめいしゃ

」を結成し、時事問題を討議するなど、後に村田清風の政策を継いで改革（革新）

派として成長しました。 

明倫館で大いに学問に励み、８年後の弘化 4 年（１８４７年）9 月、２５歳にして初めて藩に登用さ

れ、蔵元検使暫役本役
くらもとけ んししば しやくほ んやく

（金穀物品の出納を検閲する臨時の役）として山口に駐在を命じられます。つい

で明倫館再建拡張のため明倫館専任検使役、嘉永２年、明倫館都講
と こ う

（舎長より累進するもので文学寮生

全体の取締役、今でいう生徒会長）に抜擢、嘉永５年（１８５２年）には政務座役に就任しました。 

村
田
清
風 

イツイツデアウ 

主催：長門市立図書館、共催：ぼくらの長門 

開催日時｜平成３０年４月１４日（土） 

１８：００～２１：３０ 

開催場所｜長門市立図書館 

入 場 料｜無料（事前配布の整理券が必要です。） 

※受付時に図書館利用カードのご提示が必要です。 

募集組数｜２４組（１組につき２～６人） 

＊小学生以下は保護者が同伴のこと＊ 

‟本と恐怖にデアウ“おはなしタイム（本タイム）があります。 

※整理券の配布について 

配布場所｜長門市立図書館受付カウンター 

配 布 日｜平成３０年４月６、７、８、１４日 

配布時間｜①１１：００～１２：００ ②１５：００～１６：００ 

（１４日の配布は①の時間のみとなります。） 

※整理券の配布は予定数に達し次第終了とさせていただきます。 

開催当日は混雑を防ぐために４組ごとに時間を区切らせていただきます。 

①１８：００～１９：００ ②１８：３０～１９：３０ ③１９：００～２０：００ 

④１９：３０～２０：３０ ⑤２０：００～２１：００ ⑥２０：３０～２１：３０ 

※希望の時間帯をお選びください。 

但し、先着順となりますのでご希望に沿えない場合がございます。 

夜の図書館×お化け屋敷 

 
日にち ２０１８／５／５（土） 

 


