
     

  

 

 

 

 

 

 

 

〈文学・小説〉９００～９９９        

『我らが少女Ａ』              髙村 薫       

『大岡昇平の時代』             湯川 豊 

『サリエルの命題』             楡 周平 

『ナポレオン２』             佐藤 賢一        

『ボッティチェッリの裏庭』        梶村 啓二         

『定価のない本』             門井 慶喜                                           

『遠い他国でひょんと死ぬるや』      宮内 悠介 

『絶望スクール』             石田 衣良 

『死にゆく者の祈り』           中山 七里 

『あとは切手を、一枚貼るだけ』      小川 洋子                                                 

『また明日』               郡 ようこ                 

『ノワールをまとう女』         神護 かずみ 

『犯人選挙』              深護 黎一郎 

『妻の終活』              坂井 希久子 

『文豪たちの悪口本』          彩図社文芸部 

『赤の大地と失われた花』    ホリー リングランド          

〈その他〉０００～８９９          

『知られざる皇室』             久能 靖 

『介護に役立つ人体力学』         井本 邦昭 

『老いの重荷は神の賜物』         樹木 希林                        

『悲しみを力に』             金澤 泰子                                           

『紙幣の日本史』             加来 耕三 

『犬と猫どっちが最強か決めようじゃないか』                   

今泉 忠明                              

『脳卒中の再発を防ぐ本』         平野 照之                                       

『魔性の女挿絵集（イラストレーション）』 中村 圭子                                

『戦国入門』               二木 謙一 

『抗がん剤・放射線治療を乗り切り、元気いっぱいに 

 する食事１１６』            勝俣 範之 

『プレゼン資料のデザイン図鑑』      前田 鎌利 

『幼児期の発達障害に気づいて・育てる完全ガイド』               

                    黒澤 礼子 

『日本史総合年表』（参考）        加藤 友康 

『良いウェブサービスを支える「利用規約」の作り方』 

                    雨宮 美季

『ＡＩ時代の労働の哲学』        稲葉 振一郎                          

『ベニクラゲは不老不死』        小野寺 佑紀 

『大連・旅順歴史ガイドマップ』     木ノ内 誠 

『１２か月のおりがみ壁飾り』      いまい みさ 

『最高のチャーハン５０』       しらい のりこ  

『まるわかり世界の王室』     清水書院編集部                                                  

『雪の結晶』            ケン リブレクト                  

『悪について誰もが知るべき１０の真実』                          

                 ジュリア ショウ 

『若い読者のための『種の起源』チャールズ ダーウィン     

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『Excel 集計・抽出テクニック大全集』    不二 桜 

『へんな名湯』               岩本 薫 

『恐竜・古生物ビフォーアフター』      土屋 健                       

『道の駅の経済学』            松尾 隆策 

『Excel ピボットテーブル』        木村 幸子       

『１時間でわかるアイヌの文化と歴史』   瀬川 拓郎      

『ティータイムのロシア語』        土岐 康子 

『「感情の老化」を防ぐ本』         和田 秀樹 

『どう変わったか？平成の鉄道』     松本 典久 

『日本の地方政府』            曽我 謙悟 

『これでいいのか山口県』         鈴木 士郎 

『IT用語図鑑』              増井 敏克 

『聞くに聞けない歯医者のギモン４０』   若林 健史 

『日本史総合年表』            加藤 友康 

『若い読者のための『種の起源』』チャールズ ダーヴィン 

〈児童書〉  

『プログラミングであそぶ！』        松田 孝 

『博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう１』 小川 誠            

『さわるめいろ３』            村山 純子       

『バムとケロのおかいもの』        島田 ゆか 

『君に届け！希望のトランペット』     大野 俊三  

『泣き笑い！アスリート図鑑』       青島 健太      

『モンスター・ホテルでオリンピック』   柏葉 幸子     

『きつねの時間』             蓼内 明子 

『松下幸之助物語』            渡邊 祐介  

『夢の森のティーパーティー』       富安 陽子 

『空飛ぶ微生物ハンター』         佐久間 博       

『「もしも」のときに役立つ！防災クッキング』

「       田村          今泉 マユ子 

『フルーツふれんずスイカちゃん』    村上 しいこ       

『未来を変えるロボット図鑑』  ルーシー ロジャーズ                                                 

『ステラ・モンゴメリーの冒険２』ジュディス ロッセル             

〈絵本・紙芝居〉 

『チリとチリリあめのひのおはなし』    どい かや                           

『サン・サン・サンタひみつきち』    かこ さとし               

『きょうのぼくはどこまでだってはしれるよ』荒井 良二                  

『こどもかいぎ』             北村 裕花 

『はじめてのともだち』          中川 素子 

『かぜがふくふく』            田島 征三        

『きのこのばけもの』           唯野 元弘                                                                                     

『だれもしらない時間』          安房 直子 

『ライオンになるには』        エド ヴィアー 

『なんみんってよばないで』     ケイト ミルナー 

『なんにかわるかな？』      パット ハッチンス 

『ゾウ』             ジェニ デズモンド                 

『ハロウィーンくまちゃん』  シャーリー パレントー                 

                          

   

 

     

              

 

 

 

       

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

開館時間（本 館） 

平  日 ９：００～１８：００ 

土  日 ９：００～１７：００ 

（ 分 館 ） 

平  日 ９：００～１８：００ 

土  日 ９：００～１７：００  

 

 

 

 

 毎週月曜日は、休館します。 

  ４日（水）は図書館整理日のため、本館・分館とも休館します。 

 【年末年始の休館について】 
本館・・・１２月２９日（日）～１月４日（土）まで休館します。   
     年始は１月５日（日）から開館します。 
     ＊１月４日（土）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（日）～１月３日（金）まで休館します。 
     年始は１月４日（土）から開館します。 

休
館
の
お
知
ら
せ 

（
本
館
・
分
館
） 

長門市立図書館 

 

としょかんだより 

 
長門市立図書館 

ＴＥＬ  : ２ ６ - ５ １ ２ ３  

ＦＡＸ  : ２ ６ - ２ ７ ７ ５  

ＵＲＬ  :  http://www.lib-nagato.jp 

ゆや分館（ラポールゆや内） 

ＴＥＬ  : ３ ３ - ０ ０ ５ １  

ＦＡＸ  : ３ ３ - ０ ０ ５ ２  

 

 

１２月
号 

 

〈令和元年１２月の予定〉 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

休館日 休館日 ＢＭ：Ａコース

白露木曜会

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

15 16 17 18 19 20 21

休館日 ＢＭ：Ａコース

かみしばいの会

22 23 24 25 26 27 28

休館日 ＢＭ：Ｂコース ＢＭ：Ｃコース

たまごの会

29 30 31

年末休館日 年末休館日 年末休館日

くずし字講座
かみしばいの会

アニメ上映会

さっちゃんのかみしばい

くずし字講座

アニメ上映会

長門読書会

おはなしの会

１２/1８～１２/２２

おはなしぼっこ

（図書整理日）

絵本を楽しむ会

サポートボランティア

定例会

藤本ともひこ
さん
絵本ライブ

★年末年始 返却ポストの利用について★ 
 

 

 

 

 

 

 

★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。 

 

新着  
紹介  

 
(一部) 

 
１０月入荷分 

 

◎年末年始の期間中は、返却ポストを利用ください。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」です。 

◎「ビデオテープ」「DVD」「相互貸借による他館資料」は必ず開館中にカウンターでご返却ください。 

 破損などの状態によっては弁償になることもあります。ご協力をお願い致します。 

 

 

http://putiya.com/html/line/line_season12_xmas01_14.html


（通称：ＢＭです！） 

 

 

  

 

「ぐるブック号」 

 

 

絵本を楽しむ会 
１２月１９日（木） 

 午後１０時３０分～ 
   絵本の展示♪ 

   絵本が好きならだれでも OK！ 

 

長門読書会 
１２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☆ 

 

 

 

ゆ り か ご 
 １２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★ 

 

 

くずし字講座 

 

おもちゃの森 

１２月１２日（木） 

午前１０時００分～１１時３０分 

何歳のお子さんでも OK♪ 

 

 

の予定 

 

映 画 上 映 会 

 

➁『パーシージャクソンとオリンポスの神々』 

 

入 場 無 料 ・ 予 約 不 要 

 

上映時間：１４２分 音声：英語 字幕：日本語 

 

『まんが日本絵巻⓾』 

江戸の古文書、文芸書をくずし字で読みます 

 

 

おはなしの会 

  

 

ゆや分館 

 

１２月 ７日（土） 

１２月２８日（土）  

午前１０時００分～正午 

 

１２月１日（日） 

１４：００～１５：００ 

２階 視聴覚室 入場無料 

★事前予約不要です。 

 たまごの会 

１２月２７日（金） 

午前１０時３０分～ 

０～２歳児向けのおはなし会！ 

 

０～２歳児向けの おはなし会！ 

 

 

よみっこくらぶ 
１２月１４日（土） 
午後３時３0 分～ 

ゆや分館の読み聞かせ  

       おはなし会♪ 

 

 

 

ゆや分館 

 

まだ間に合う老後資金 4000 万円をつくる！ 

貯め方・増やし方        川部 紀子 

侵食捜査             安東 能明 

棲月               今野 敏 

栄光へのノーサイド        増田 久雄 

散歩するネコ           群 ようこ 

あいびき 江戸のおんなたち    池波 正太郎    

    

       

  

ボランティアに役立つはじめてであう点字５  黒崎 惠津子 

はたらく犬 第１巻        

頭のたいそう１小学生版      重金 碩之 

ボランティアに役立つはじめてであう点字３  黒崎 惠津子  

わけあって絶滅しました      丸山 貴史 

かぼちゃものがたり        真珠 まりこ 

女子力アッププリンセスマナーレッスン  

                 

 ララちゃんの町には、つい最近クリスマスツリーがかざられました。もうすぐクリスマス。なのに、ララちゃんは一人

で過ごす予定です。お父さんもお母さんも仕事だし、友だちも勇気が出なくて、さそえませんでした。 

そして迎えた今日のクリスマス。ララちゃんはたいくつで外へ出てみました。外はとてもにぎわっていてララちゃんは

だんだん悲しくなりました。手はかじかみ、足はガタガタとふるえだしました。 

するとその時、聞きなれた声がしました。 

「あれ、ララちゃん！」「いっしょに過ごさない？」 

友だちのリリちゃんとルルちゃんでした。ララちゃんの心にだんだんと明かりがともされていくようでした。ララちゃ

んは大きな声で 「うん！」そう答えました。ララちゃんはみるみる笑顔になりました。すると、近くにあったツリーがパ

ッと点灯し、ララちゃんたちを照らしました。 

３人は声をそろえて言いました。「メリークリスマス！」 

 

《ララちゃんのおはなし その３》 

移動図書館車  

 

運行中！ 

 

おはなしの森 
 １２月１４日（土） 

 午後３時００分～ 

絵本や紙芝居の読み聞かせ♪ 

 

 

かみしばいの会 
 １２月 ７日（土） 

  午前１１時００分～ 
  １２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！ 

 

 

【爬虫類・両生類】 

【ペンネーム あおい  女性 １１歳】 

 

 

ハイクオリティで 

大迫力な映像。 

本物を伝えます！ 

【アニメ上映館】２階視聴覚室 入場無料（予約不要） 

さっちゃんのかみしばい 
１２月２１日（土） 

午前１１時００分～ 

 さっちゃんがまってるよ♪ 

 

 

『おしりたんてい①ププッとかいけつ！ 

おしりたんていとうじょう！』 

 １２月７日（土） 

１３：３０～ 

上映時間  

１０１分 

〈一般書〉 

１２月２８日（土） 

１３：３０～ 

上映時間 

６０分 

〈児童書〉 

クリスマスツリーをみんなでデコレート♪♪ 

玄関ホールに紙製クリスマスツリーが今年も登場します！ 

サンタさんへのお願い事を書いて、ツリーに貼って世界に 1つのクリスマスツリーを 

みんなで作りましょう！！ 

① 『フォレスト・ガンプ/一期一会』 

上映場所 図書館２階 視聴覚室 

上映期間 １2 月１8 日（水）～１2 月２２日（日） 

 

●学研図鑑ＤＶＤ上映会●

まる● 

12 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！ 

 

上映時間：１１９分 音声：英語 字幕：日本語 

１8（水） 19（木） 20（金） 21（土） 22（日）
① 10：00- 14：00- 10：00- 14：00- 10：00-

② 14：00- 10：00- 14：00- 10：00- 14：00-

●A コース【通・三隅方面】 

12 月 5 日（木）19 日（木） 

●B コース【湯本・俵山方面】 

12 月 11 日（水）25 日（水） 

●C コース【日置・油谷方面】 

12 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 》 

 

 

＊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。 

＊お知らせしたタイトルと変更になる場合があります。 

 

https://www.sozai-library.com/sozai/7275
https://3.bp.blogspot.com/-tAhJjN2O4A8/U6Qo48YRkdI/AAAAAAAAhkk/zuIg2TEXHW8/s800/omocha_tsumiki.png
https://4.bp.blogspot.com/-pHBV04auYnU/WaPvYn09EyI/AAAAAAABGMQ/pRZh9YIPsEUJXc7Aeez4hkPLEfUp5DDVQCLcBGAs/s800/book_kamishibai_set.png
https://3.bp.blogspot.com/-CAjnMYuxSCs/Vq88n7_aOaI/AAAAAAAA3cc/VymFzeoXBXk/s800/character_egg.png
https://2.bp.blogspot.com/-C0tgnFFp_FM/UZYlZ5K5aZI/AAAAAAAATOc/vIvr0Dzm9_U/s800/christmas_tree.png
https://4.bp.blogspot.com/-j51sNQsrAKM/WASJNj7xjvI/AAAAAAAA_AY/6RcMkjnT_pEM9gUCyuG5dlA-d1FsRxlzQCLcB/s800/lizard_futoagohigetokage.png
https://www.sozai-library.com/sozai/2072
https://www.sozai-library.com/sozai/13137
https://3.bp.blogspot.com/-HexB7Yulg3A/VsGsOhVA5fI/AAAAAAAA394/3waL-epL7T4/s800/kamishibai_jitensya.png
https://4.bp.blogspot.com/-81zWau2UMXI/WtRyqtW5CSI/AAAAAAABLgo/oXLhBORbiN4AvvDid9AnfdXnd5IQDmcQQCLcBGAs/s800/book_watoji.png

