
     

  

 

 

 

 

 

 

 

〈文学・小説〉９００～９９９        

『祝祭と予感』               恩田 陸       

『ことば事始め』              池内 紀 

『純、文学』                北野 武 

『インソムニア』              辻 寛之 

『Ｋ２』                 笹本 稜平        

『私の家』                青山 七恵         

『逃亡小説集』              吉田 修一                                          

『ナポレオン３』             佐藤 賢一 

『介護のうしろから「がん」が来た！』   篠田 節子 

『大人の流儀９』             伊集院 静 

『犯人に告ぐ３』             雫井 脩介                                           

『迷いながら生きていく』         五木 寛之                        

『夜はおしまい』             島本 理生 

『夏服を着た恋人たち』          小路 幸也 

『カエルの小指』             道尾 秀介 

『いもうと』               赤川 次郎 

『時空旅行者の砂旅行』          方丈 貴恵 

『ぼけますから、よろしくおねがいします。』信友 直子 

『ツナグ想い人の心得』          辻村 深月 

『生命式』               村田 沙耶香 

『時を壊した彼女』           古野 まほろ 

『人を乞う』             あさの あつこ 

『すべては救済のために』      デニ ムクウェゲ 

『サードドア』         アレックス バナヤン 

『カッティング・エッジ』  ジェフリー ディーヴァー 

〈その他〉０００～８９９          

『上級国民／下級国民』            橘 玲                 

『世界でいちばん素敵な月の教室』      浦 智史 

『親ががんになったら読む本』        山口 建                         

『折り紙のバラとくすだま』         中 一隆                                               

『ショーケン最終章』           萩原 健一   

『ユーモアを生きる』           柏木 哲夫                                               

『あらゆる不調は姿勢力で治せる！』    花岡 正敬                                            

『記者と国家』              西山 太吉                           

『追体験霧晴れる時』           青木 聖久      

『小関鈴子のモードなバック』       小関 鈴子 

『図説ヨーロッパの紋章』         浜本 隆志    

『乳がん治療をのりきる生活・食事・お金』 山内 英子      

『美肌成分事典』             かずのすけ 

『親が喜ぶごはんを冷凍で作りましょう』 検見崎 聡美 

『スマホをおいて、ぼくをハグして！』  司馬 理英子           

『両手があいて楽チン！斜めがけバックとリュック』         

『会社四季報業界地図 2020 年版』  東洋経済新報社 

『樺太地上戦』        ＮＨＫスペシャル取材班           

                                 

        

  

                                                  

                  

                          

                  

         

 

 

 

 

『令和誕生』             読売新聞政治部 

『一年中着られる赤ちゃんニット』   ｍｉｃｈｉｙｏ 

『バウハウスってなあに？』    インゴルフ ケルン 

『動物たちが教えてくれた「良い生き物」になる方法』 

                 サイ モンゴメリー 

『未来への大分岐』       マルクス ガブリエル 

〈児童書〉  

『百桃太郎』                原 京子 

『生き抜くチカラ』             為末 大   

『もっと夢中になる！トランプの本』     草場 純                        

『そうだったのか！給食クイズ１００』    松丸 奨         

『まかせてね今日の献立』          今 里衣 

『博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう２』 小川 誠     

『北斎の絵本』              結城 昌子 

『１０分で読める伝記 １，２，３，４，５，６、年生』         

塩谷 京子          

『先生、ウンチとれました』        牛田 一成 

『安部晴明』               加来 耕三 

『広重の絵本』              結城 昌子 

『オバケはあの子の中にいる！』      富安 陽子         

『まよなかのくしゃみたいかい』      中村 翔子 

『湖の国』                柏葉 幸子 

『くらす、はたらく、経済のはなし ２』  山田 博文 

『鬼の遊び[３]』             廣嶋 玲子 

『４７都道府県かんたん英語でふるさと紹介』 

                    石川 めぐみ 

『だれもしらない図書館のひみつ』    北川 チハル 

『わきだせ！いのちの水』      たけたに ちほみ 

『世の中のしくみ』   小学校社会科授業づくり研究会               

『日本のスゴイ科学者』        日本科学未来館 

〈絵本・紙芝居〉 

『かがみとチコリ』            角野 栄子 

『なんでもモッテルさん』         竹下 文子 

『おうさまのこどもたち』         三浦 太郎 

『やさいのがっこう』          なかや みわ 

『しろいしろいころわん』        間所 ひさこ      

『ぽかぽかゆずおふろ』        すとう あさえ    

『おしょうがつバス』         藤本 ともひこ 

『おもちさんがね・・』       とよた かずひこ          

『木の耳』「       田村ヤンヤ ヤン ホンイン  

『もりのおくのクリスマスツリー』 ユーヴァル ゾマー                            

『せかいいちしあわせなクマのぬいぐるみ』 

            サム マクブラットニィ 

『あのひと』   マイケル デュドク ドゥ ヴィット 

                          

 

 

 

     

              

 

 

 

       

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

★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) 

 
１２月入荷分 

 

●毎週月曜日は、休館します。２４日（月）は分館のみ開館します。 

● ５日（水）は図書館整理日のため、本館のみ休館します。 

●１１日（火）は建国記念の日のため、本館のみ休館します。 

●１７日（月）～２１日（金）まで資料点検のため、本館のみ休館します。 

●２３日（日）は天皇誕生日のため、本館のみ休館します。 

●２５日（火）は２３日（日）祝日の振替のため、分館のみ休館します。 

〈令和２年２月の予定〉 

長門市立図書館 

 

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  

 

 

２月号 

 

としょかんだより 

 

日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8

休館日 休館日 ＢＭ：Ａコース おはなしの森
（星・星座） （図書整理日） 白露木曜会

9 10 11 12 13 14 15

コーティング 休館日 休館日 ＢＭ：Ｂコース ＢＭ：Ｃコース
かみしばいの会

講座

16 17 18 19 20 21 22

休館日 休館日 休館日 休館日 休館日

（資料点検） （資料点検） （資料点検） （資料点検） （資料点検）

23 24 25 26 27 28 29

休館日 休館日 ＢＭ：Ｂコース ＢＭ：Ｃコース

たまごの会

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

２/1２～２/1６

おはなしぼっこ

『 星 ・ 星 座 』 

休館日のお知らせ（本館・分館） 

学研の図鑑 DVD 上映会 

２月２日（日）１４：００～１５：００ 

２階 視聴覚室 入場無料 驚くべき神秘の世界を 

のぞいてみよう！ 



 

（通称：ＢＭです！） 

 

 

  

 

平成の天皇             祓川 学 

勝海舟               万乗 大智 

もっと夢中になる！トランプの本   草場 純 

オバケはあの子の中にいる！     富安 陽子 

かいけつゾロリあついぜラーメンたいけつ 

                  原 ゆたか 

理系に育てる基礎のキソしんかのお話 365 日 

                  土屋 健 

上映時間：137 分 音声：英語 字幕：日本語 

 

２月１日（土） 

１３：３０～ 

上映時間  

４７分 

Ｋ２                笹本 稜平    

人生が輝く！家事の「しないこと」リスト    

                  石阪 京子 

お寺さん崩壊            水月 昭道 

楊令伝 １１            北方 謙三 

渡辺俊雄写真集 自然美術館・日本の海岸（８×１０）             

渡辺 俊雄 

ごめん。              加藤 元 

「ぐるブック号」 

 

 

よみっこくらぶ 
２月８日（土） 
午後３時３0 分～ 

ゆや分館の読み聞かせ  

       おはなし会♪ 

 

 

 

タイトル：「きらりのこどもたちのすてきな作品展」 

期  日：２月１日（土）～２月１５日（土）＊休館日以外 

場  所：長門市立図書館 ２階ホール 

作  品：絵画（２０枚程度）・造形作品・ストローアート・活動写真 ほか 

２月２２日（土） 

１３：３０～ 

上映時間 

６６分 

１2（水） 13（木） 14（金） 15（土） 16（日）
① 10：00- 14：00- 10：00- 14：00- 10：00-

② 14：00- × 14：00- 10：00- 14：00-

長門読書会 
２月２２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 
 ２月１８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 

２月１３日（木） 

午前１０時００分～１１時３０分 

何歳のお子さんでも OK♪ 

 

 

映 画 上 映 会 

 

入 場 無 料 ・ 予 約 不 要 

 

江戸の古文書、文芸書をくずし字で読みます 

 

 

おはなしの森 
 ２月 ８日（土） 

 午後３時００分～ 

絵本や紙芝居の読み聞かせ♪ 

 

 

＊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。 

 

ゆや分館 

 

２月 １日（土） 

２月２２日（土）  

午前１０時００分～正午 

 

 たまごの会 

２月２８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！ 

 

 

ゆや分館 

 

●資料点検による休館のお知らせ● 

図書館に所蔵する全資料を確認する「資料点

検」を行うため、本館のみ休館します。 

休館中は問い合わせも対応もできません。 

皆さんのご協力をお願いします。 

＊資料点検の休館により、移動図書館車の運行日程が変

更になりますので、ご注意ください。 

＊休館中、図書館 HP からの予約は可能ですが、予約

連絡等の配信は停止します。 

「ビルマの竪琴（前・後編）」 

テニスの王子様（新の方も）オススメ！ 

 

今回は本をオススメしようと思います、三冊。『本のひろば』を見ない人もいると思います、そういう人にも知って

ほしいのです、今からオススメする本を。 

『ラスボスの伝言 小林幸子の「幸」を招く２０のルール』 

  作者はさちりんこと小林幸子。『ライバルは常に過去の自分』の所と、『型は破っても型なしにはなるな！』の所は

特に読んでほしいです。 

 『KB 部』 

作者は新木
あ ら き

伸
しん

。ライトノベルです。四ページで一話という構成の四コマ小説。キャラクターが皆可愛い、ふんいきも

良い、シリアスが一切ない所も良い。GJ 部や GEⵁもオススメです！ 

 

 入らネエエェェ！タイトルだ！えぃ！ 【ペンネーム 思田 考々 男性２６歳】 

かみしばいの会 
 ２月 １日（土） 

  午前１１時００分～ 
  ２月１５日（土） 
  午後 ３時００分～ 

紙芝居でお話の世界をとどけます！ 

界をとどけます！ 

 

 

「ミッキーの 
がんばれサーカス」 

資料点検による休館のため、本館のみ 
貸出点数を倍増します。 
ぜひ、ご利用ください！ 

＊個人利用者のみを対象とした企画になります。 

絵本を楽しむ会 
２月１３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！ 

 

の予定 

 

移動図書館車  

 

➁『華麗なるギャツビー』 

 

運行中！ 

 

おはなしの会 

  

 

【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 
２月１５日（土） 

午前１１時００分～ 

 さっちゃんがまってるよ♪ 

 

 

●A コース【通・三隅方面】 

2 月 ６日（木）  

●B コース【湯本・俵山方面】 

2 月 1２日（水）2６日（水） 

●C コース【日置・油谷方面】 

2 月 1４日（金）2８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 》 

 

 

〈一般書〉 〈児童書〉 

① 『未知との遭遇』 

上映場所 長門市立図書館２階 視聴覚室 

上映期間 2 月１２日（水）～2 月１６日（日） 

 

2 月２２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：142 分 音声：英語 字幕：日本語 
図書（雑誌含） 視聴覚資料

期　　間 ２/４（火）～2/16（日） 2/12(水）～2/16(日）

最大貸出冊数 20冊まで ４点まで

https://www.sozai-library.com/sozai/7275
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://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://3.bp.blogspot.com/-tAhJjN2O4A8/U6Qo48YRkdI/AAAAAAAAhkk/zuIg2TEXHW8/s800/omocha_tsumiki.png
https://4.bp.blogspot.com/-81zWau2UMXI/WtRyqtW5CSI/AAAAAAABLgo/oXLhBORbiN4AvvDid9AnfdXnd5IQDmcQQCLcBGAs/s800/book_watoji.png

