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〈文学・小説〉９００～９９９        

『天涯無限』               田中 芳樹 

『不倫のオーラ』             林 真理子 

『庭』                 小山田 浩子 

『魔力の胎動』              東野 圭吾 

『マザリング・サンデー』    グレアム スウィフト 

『ウィステリアと三人の女たち』     川上 未映子 

『青春のジョーカー』          奥田 亜希子 

『小高へ』                島尾 伸三      

『永遠のおでかけ』            益田 ミリ 

『わかってください』           藤田 宜永 

『〈実践〉小説教室』           根本 昌夫 

『永遠のおでかけ』            益田 ミリ 

『風は西から』              村山 由佳 

『凶犬の眼』               柚月 裕子 

『敗れども負けず』             武内 涼 

『湖畔の愛』                町田 康 

『探しているものはそう遠くはないのかもしれない』    新井 美枝香     

『花のいのち』             瀬戸内 寂聴

『失われた手稿譜』   フェデリーコ マリア サルデ 

『卑弥呼の葬祭』             高田 崇史 

『美女は天下の回りもの』         林 真理子 

『日本ＳＦ精神史』            長山 靖生 

『祈りのカルテ』            知念 実希人 

『葭の堤』                 秋山 圭 

『女盛りは心配盛り』           内館 牧子 

『草薙の剣』                橋本 治 

『オリンピックへ行こう』         真保 裕一 

〈その他〉０００～８９９  

『宿命』                  原 雄一 

『「少年ジャンプ」黄金のキセキ』     後藤 広喜 

『緑内障・白内障』           杉田 美由紀 

『100 歳までのお金に苦労しない定年夫婦になる』     井戸 美枝 

『骨粗鬆症』               石橋 秀明 

『豊国大明神の誕生』            野村 玄 

『ニッポンのおみくじ』          鏑木 麻矢 

『私の少女マンガ講義』          萩尾 望都 

『図説中世ヨーロッパの美術』       浅野 和生 

『共謀』            ルーク ハーディング 

『完全図解坐骨神経通のすべて』      田村 陸修 

『進む、書籍ＰＲ！』           奥村 知花 

『キンノヒマワリ』           高坂 はる香 

『妊活治療と生活アドバイス』       陣内 彦良        

『できる子に育つ魔法の読みきかせ』 ジム トレリース 

『ＮＨＫを斬る！』            大鐘 稔彦 

『柚木沙弥郎の染色』          柚木 沙弥郎 

『ほどよく距離を置きなさい』       湯川 久子 

『はじめての茶の湯』            千 宗左 

 

 

 

 

 

 

 

 

『最強の野菜スープ』            前田 浩 

『一〇一歳の習慣』            高橋 幸枝 

『すごい哲学』              伊東 賀一 

『病気にならずに１００歳まで歩こう』   青柳 幸利 

『マンガでわかる成年後見制度』     中山 二基子 

『情報武装する政治』           西田 亮介 

『機能訓練士になるには』        橋口 佐紀子 

『白鵬伝』                朝田 武蔵 

『地域プロデュース、はじめの一歩』     山納 洋 

『図説ルイ１４世』            佐々木 真 

『本気になって何が悪い』         唐池 恒二 

『目標は小さければちいさいほどいい』   児玉 光雄 

『津波の霊たち』     リチャード ロイド パリー 

『トヨタ物語』              野地 秩嘉 

『ファンダム・レボリューション』 ｿﾞｰｲ ﾌﾗｰﾄﾞ＝ﾌﾞﾗﾅｰ      

『禅のこころを描く 白隠』        芳澤 勝弘 

『明治維新の変革課程』          三宅 紹宣  

〈児童書〉 

『しらべよう！世界の選挙制度』      大野 一夫 

『天才！奇才！プロ棋士超百科』将棋編   大川 千枝 

『世界一おもしろい国旗の本』 ロバート Ｇ フレッソン  

『不思議な色をもつ生き物図鑑』      小泉 忠明 

『痛快！天才キッズ・ミッチー』       宗田 理 

『ザ・ヘイト・ギブ』       アンジー トーマス 

『シリーズ・道徳といじめ３』       稲葉 茂勝 

『シリーズ・変わる！学校図書館』     角内 輝行 

『体積のえほん』           オフィス３０３ 

『社会科見学！みんなの市役所』    オフィス３０３ 

『なきむし』            いまむら あしこ 

『てんとくんのほしさがし』       いぶき 彰吾 

『今日は何の日？３６６』        ＰＨＰ研究所 

『レントゲン』           フカキ ショウコ 

〈絵本・紙芝居〉 

『やさしいたんぽぽ』           安房 直子 

『そらからぽふ～ん』           高畠 那生 

『あ～ん』                 市原 淳 

『どうぶつまねっこたいそう』       大森 裕子 

『黄金りゅうとお天女』           代田 昇 

『りんごときどき』          しまだ ともみ 

『ばななときどき』          しまだ ともみ 

『さとやまさん』             工藤 直子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新着  
紹介  

＜平成３０年７月の予定＞ 

開館時間（本 館） 

平  日 ９：００～１９：００ 

土日祝日 ９：００～１８：００ 

（ 分 館 ） 

平  日 ９：００～１８：００ 

土日祝日 ９：００～１７：００ 

 

(一部) ５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。 

７月号 

 ◆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。 

◆１６日（月）は祝日（海の日）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。 

◆１７日（火）は祝日の振替のため本館・分館は休館します。 

休館日 

のお知らせ 

（本館・分館） 

＊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。 
 

 

『恐竜』 
きょうりゅう 

７月 1日（日）１４：００～１４：５０ 

「学研の図鑑 DVD」上映会 ２階視聴覚室 入場無料 

迫力の写真などで、ダイナミックに紹介します！ 

恐竜の生態など、みどころが沢山。 

『恐竜』 

オリジナル手提げ袋を作ってみよう！！ （米袋を使った手提げ袋をつくります） 

 日時  7 月２２日（日）１０：００～１２：００ 

 場所  ラポールゆや 

 対象者 小学生 

 定員  １０名 ＊定員に達し次第、締め切りとさせて頂きます＊ 

 申込先 ゆや分館へ電話または来館 

 申込受付期間 

    7 月 3 日（火）～１５日（日）  

日 月 火 水 木 金 土

1　 2 3 ４ 5 6 7
図鑑ＤＶＤ上映会

休館日 休館日 ＢＭ：Ａコース ひなの会 アニメ上映会

『恐竜』 (図書整理日） 白露木曜会 かみしばい

8　 9 10 11 12 13 14

休館日 ＢＭ：Ｂコース おもちやの森 ＢＭ：Ｃコース おはなしの森

15 16 17 18 19 20 21

休館日 休館日 ＢＭ：Ａコース
かみしばい

（祝日・海の日） （振替休館日）

22 23 24 25 26 27 28

休館日 ＢＭ：Ｂコース ＢＭ：Ｃコース

アニメ上映会

29 30 31

休館日

映画上映会「きっと星のせいじゃない」「みすゞ：２００１年」１０：００～・１４：００～

７/１８～７/２２

おはなしの会

長門読書会

くずし字講座

絵本を楽しむ会

さっちゃんのかみしばい

長門市人権セミナー

くずし字講座

図 書 館 体 験 ゛四 ゛隊

たまごの会

長門鯨塾



  

（通称：ＢＭです！） 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  
  

    

絵本を楽しむ会 
７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 
７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 
７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】 

棲月                 今野  敏 

マスカレード・ナイト         東野  圭吾 

クローバーナイト           辻村  深月 

わかって下さい            藤田  宜永 

自分を休ませる練習          矢作  直樹 

「ぐるブック号」 

 
●A コース【通・三隅方面】 

７月 ５日(木)、１９日（木） 

●B コース【湯本・俵山方面】 

７月１１日(水)、２５日（水） 

●C コース【日置・油谷方面】 

７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！ 

７月の予定 

月の予定 

ひなの会 

７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 

７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 
７月 ７日（土） 
７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 
７月２４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１４日（土） 

７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 
７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 

７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 『きっと、星のせいじゃない』 
上映時間１２６分 音声：英語  字幕：日本語 

② 『みすゞ：2001 年』 
上映時間１０５分 日本 

 

上       会

    

映    

【児童書】 

図書館につづく道            草谷 桂子 

ゲゲゲの鬼太郎妖怪ファイル       水木 しげる       

トリシアは魔法のお医者さん！！６    南房 秀久             

中学英語で話そう日本の文化       大門 久美子 

ふたご魔女の名前うらない 3500   なまため ひろみ   

＊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   7 月１８日（水）～７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。 
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) 

 ７月２８日（土） 
午後１時３０分から 

（上映時間３５分） 

『路傍の石』 

 

 

『うっかりペネロペ 』 

 うたおう あそぼう編 
 

 ７月７日（土） 
 午後１時３０分から 

（上映時間４７分） 

 

 

 夏休み図書館体験¨四¨隊！ 

夏休みの一日、長門市立図書館職員になってみよう！ 

日時  7 月２４日（火）～２７日（金） 

時間  午前 9 時３０分から正午まで 

場所  長門市立図書館 

対象  市内在住の小学５，６年生 

定員  各日４名まで、計１６名 

（おひとり様、一日となります。） 

受付期間 7 月３日（火）～２０日（金）まで 

参加費  無料 

＊定員になり次第、締め切ります＊ 

申込先 長門市立図書館へ電話または来館。 

当日は動きやすい服装・靴でお越しください。 

 

明治維新 
150 年 
記念連載 

≪第３０回≫  政之助と椋梨藤太 

周
布 

政
之
助 

参考文献 『維新の英傑 周布政之助小伝 大谷喜信』『幕末長州の風雲児たち エクスナレッジ』 

椋
むく

梨
なし

藤
とう

太
た

は保守派の代表的人物で、改革派の政之助のライバルとして藩内の激しい政権争いを繰り広げ

ました。嘉永４年（１８５１年）、46 歳の時、政務座役に抜擢され長州藩の重臣に加わります。1853

年にペリー提督が来航するとわずか 2 年で職を罷免され、代わりに政之助が藩の政務筆頭になります。

安政２年（１８５５年）８月政之助が謹慎処分を受け、椋梨が再び藩政の実権を譲ります。しかし、安

政５年（1858 年）には再び政之助が政務役となります。同年、椋梨は熊毛郡代官に転じ、万延元年（1860

年）までつとめました。 

慶応元年（1865）大田・絵堂（美祢市）の戦いに敗れたことにより、失脚します。同志とともに岩国へ

脱走を図りますが、潜伏した津和野で捕らえられ、野山獄で斬首されました。享年６１歳 

 

 

長門発！幕末維新  

作品募集！！第１回長門市 

図書館を使った調べる学習コンクール 

 応募資格 

募集部門 

長門市内に『在住・在学する』 

小学生・中学生 

小学生低学年の部・小学生中学年の部 

小学生高学年の部・中学生の部 

＝募集する作品＝ 

◆身近な疑問や不思議に思う事、趣味や郷土に関する 

 興味のあること・・・など、テーマは自由です。 

◆長門市立図書館など<図書館>を使って調べ、まとめた作品  

【応募方法】 

応募カードに必要事項を記入のうえ、切り取って

作品と一緒に「通学する学校」へご提出ください。 

 
自由研究に 

最適！ 

詳細は学校を通して配布したチラシをご覧ください。 

《告知》 

８月２日（木） （仮）調べる学習講座を開催します。 

詳細はおってお知らせします。 

昨年の全国コンクールで文部科学大臣賞を受賞した、 

山田将輝さん（山陽小野田市在住）がゲストで来られます。 

＊希望日をうかがいます。場合によってはご希望に 

添えないこともあります。 

館内では、昨年の全国コンクールの入賞作品を展示してます。 

ぜひ、ご覧ください！！ 


