
     

  

 

 

 

 

 

 

 

〈文学・小説〉９００～９９９        

『トリガー（上下）』            真山 仁                  

『歩道橋シネマ』              恩田 陸 

『わが殿（上下）』             畠中 恵 

『本意に非ず』              上田 秀人 

『幽玄の絵師』              三好 昌子            

『罪と祈り』               貫井 徳郎          

『欺（だま）す衆生』           月村 了衛                                              

『一人暮らし』              曽野 綾子 

『約束された移動』            小川 洋子 

『小さな場所』              東山 彰良                    

『向田邦子の本棚』            向田 邦子 

『犯人は、あなたです』          新堂 冬樹                                              

『世界が僕らを嫌っても』         片山 恭一                        

『チンギス紀６』             北方 謙三 

『暗約領域』               大沢 在昌 

『直筆の漱石』              川島 幸希 

『荒城に白百合ありて』         須賀 しのぶ       

『かか』                宇佐見 りん           

『まち』                小野寺 史宜    

『オスロ警察殺人捜査課特別班〔１〕〔２〕』       

サムエル ビョルク 

『わたしが看護師だったころ』 クリスティー ワトスン 

〈その他〉０００～８９９          

『タネの未来』              小林 宙               

『多肉植物コーデックス』          長田 研 

『徳川家康の神格化』            野村 玄                      

『京都怪談巡礼』              堤 邦彦                                           

『楽しみながら１分で脳を鍛える速音読』   齋藤 孝            

『一冊でわかるドイツ史』          関 眞興                                               

『図説バルカンの歴史』           柴 宜弘                                       

『反日種族主義』              李 栄薫       

『天、共に在り』              中村 哲 

『災害時の食のお役立ち BOOK』     国崎 信江 

『ＡＩ以後』               丸山 俊一 

『人口減少社会のデザイン』        広井 良典 

『やさしい日本と世界の経済の話』     熊野 剛雄          

『時が止まった部屋』           小島 美羽 

『日本のダム美』             川崎 秀明 

『３時間でわかる同一労働同一賃金入門』  山口 俊一        

『にんにくの料理』            有元 葉子 

『日本の鉄道路線』            山崎 宏之 

『日本の伝統楽器』            若林 忠宏 

『いのちの終いかた』           下村 幸子 

『伝統文化』               五味 文彦 

『維摩経の世界』             白石 凌海 

『ゆかいな浮世絵』            狩野 博幸 

                                 

        

  

                                                  

                  

                          

                  

         

 

 

『一日一戒良寛さん』           枡野 俊明

『８０５０問題』             黒川 祥子    

『多肉植物ハオルチア』          靏岡 秀明

『深浦康市の振り飛車なんてこわくない』  深浦 康市

『逆転のイギリス史』           玉木 俊明

『前立腺がん治療をのりきる生活・食事・お金』 

赤倉 功一郎 

『夫のトリセツ』            黒川 伊保子

『世界の起源』          ルイス ダートネル

『２１ Ｌｅｓｓｏｎｓ』   ユヴァル ノア ハラリ

『ＷＯＭＥＮ女性たちの世界史大図鑑』 

               ホーリー ハールバート

『ニューヨークの医師が教える病気を治す食べ方』 

ジェイムズ Ｅ カールソン 

〈 児童書〉                  

『図書館からの冒険』            岡田 淳 

『ふゆとみずのまほうこおり』        片平 孝                 

『見てびっくり肉食と草食の動物学』     盛口 満        

『星くずクライミング』           樫崎 茜 

『ゆるびーくんのうんどうかい』       斉藤 洋 

『博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう３』 小川 誠              

『教えて！！いのちの理由（わけ）』    濱田 耕作 

『オールカラーマンガ作文が上手になる』  中村 和弘      

『夏休みに、ぼくが図書館でみつけたもの』 濱野 京子       

『はるかちゃんが、手をあげた』      服部 千春          

『へんてこテーマソング』         最上 一平      

『アレにもコレにも！モノのなまえ事典』  杉村 善光            

『きみひろくん』            いとう みく 

『桃太郎は盗人なのか？』        倉持 よつば         

『カイルのピアノ』           高山 リョウ 

『家庭科室の日曜日[２]』        村上 しいこ      

『やばすぎ！古生物図鑑』        日本地質学会 

〈絵本・紙芝居〉 

『へっこきへのた』            苅田 澄子 

『くまくまパンいちにちパンやさん』    西村 敏雄   

『もしも恐竜とくらしたら』        山本 省三                  

『マラソンじいさん』           西本 鶏介 

『密林一きれいなひょうの話』       工藤 直子      

『なんにもせんにん』           唯野 元弘 

『めのはなし』              堀内 誠一 

『でんしゃにんじゃ』         藤本 ともひこ 

『ほくとのみずくみ』        ひらまつ あきこ      

『ネコのみち』           うちむら たかし 

『きみがいないと』         ボブ ディラン 

『やぎのグッドウィン』       ドン フリーマン 

『えらぶえほん』         ニック シャラット 

『父さんがかえる日まで』    モーリス センダック                

『』「「「「「       田村ヤンヤ   

                             

                                         

    

              

 

 

 

       

                            

 

 

 

 

 

                                      

 

〈令和２年３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  

 

 

３月号 

 

としょかんだより 

 

休館日のお知らせ（本館・分館） 

 

 

 

★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。 

 

新着  
紹介  

 

●毎週月曜日は休館します。 

●２０日（金）は祝日・春分の日で本館のみ休館します。 

● ２日（月）～6 日（金）まで資料点検のため分館のみ休館します。 

(一部) 

 
１月入荷分 

 

（＊資料点検期間中は問合せ等の対応はできません。） 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

休館日 ＢＭ：Ａコース 鯨塾

（   地　球    ）
白露木曜会

8 9 10 11 12 13 14

みすゞトーク 休館日 ＢＭ：Ｂコース ＢＭ：Ｃコース おはなしの森
ｉｎながと

15 16 17 18 19 20 21

休館日 ＢＭ：Ａコース 休館日 かみしばいの会
（祝日：春分の日）

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

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
3/11～3/1５

おはなしぼっこ

おいで～家 Ｃａｆｅ



 

（通称：ＢＭです！） 

 

 

  

 

ゆ り か ご 
 ３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 
３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 

 

ゆや分館 

 

楽しいおはなしの世界へようこそ！ 

 

上映時間：124 分 音声：英語 字幕：日本語 

 

３月７日（土） 

１３：３０～ 

上映時間  

４９分 

 

３月 
おはなしの森 
 ３月 １４日（土） 

 午後３時００分～ 

絵本や紙芝居の読み聞かせ♪ 

 

 

「アニメ文学館  

友情・学生時代」 

かみしばいの会 
 ３月 ７日（土） 

  午前１１時００分～ 
  ３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！ 

界をとどけます！ 

 

 

「あらいぐま ラスカル」 

「ぐるブック号」 

 

 
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 

 

３月２８日（土） 

１３：３０～ 

上映時間 

９０分 

おもちゃの森 

３月１２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 

 

どんな災害でもお金とくらしを守る 清水 香 

女に生まれてモヤってる！     ｼﾞｪｰﾝ ｽｰ 

夏服を着た恋人たち        小路 幸也 

美肌成分事典           かずのすけ 

炎天夢              今野 敏 

夜しか開かない精神科診療所    片上 徹也 

 

 

 

 

 

長門読書会 
３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☆ 

 

 

 

江戸の古文書、文芸書をくずし字で読みます 

 

 

くずし字講座 

 

移動図書館車  

 

               こども達と川の字で寝たのは何年ぶりだろう。 
            合格通知が届き長男は苦しかった浪人生活から解放される日がきた。 
安堵と新しい生活への期待、そして一人暮らしのほんの少しの不安。兄弟が布団を持って寝室に集まってきた。 
 
こどもたちが幼い頃、毎晩読み聞かせのあと、おっぱい星人の話をした。おっぱい星人はこども達には見えるけどお母さ
んには見えない。手のひらに乗る位小さくて、魔法の杖を持っている。そんな設定で毎晩お話を作った。涙が出るほど笑
って、面白くなって目が冴えて。明日も早く起きて保育園へ連れて行かなきゃいけないのに、困りながら創るお話。 
 
こども達は覚えているだろうか？部屋の電気を消し暖かい布団の中でワクワクして待っていたあの時間を、ヘンテコな結
末のお話を。大きくなった長男の寝顔を眺めていたら、ケラケラケラ・・・懐かしい笑い声が聞こえてきた。 
             

  

図書館利用カードは、転出されると利用資格がなく
なり、使用できなくなります。異動等で転出される
方の中で図書館利用カードをお持ちの方は図書館
へご返却ください。 
図書館のご利用ありがとうございました。 

＊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。 

 

 たまごの会 

３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！ 

 

 

３月 ７日（土） 

３月２８日（土）  

午前１０時００分～正午 

 

超ビジュアル！源平合戦人物大事典  矢部 健太郎 

なんだろうなんだろう          ﾖｼﾀｹ ｼﾝｽｹ 

レントゲン                          ﾌｶｷ ｼｮｳｺ 

１０分で読める伝記 ２年生     塩谷 京子 

ねんどのパン屋さん         岡田 ひとみ 

レイトン教授のナゾ迷路       ﾚﾍﾞﾙﾌｧｲﾌﾞ 

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 9 事業所にスポンサーとなって頂いて

ます。事業者の方はぜひ、ご検討頂きご協力をお願

いします。 

運行中！ 

 

長門市立図書館では４月から会計年度

任用職員として勤務可能な司書職員
を募集しています。 

＊勤務条件等詳細は、長門市立図書館に 

お問い合わせ下さい。 

申込期限 令和２年３月１９日（木） 
              １７時１５分まで 

 

『ノｯティングヒルの恋人』 

〈一般書〉 

●A コース【通・三隅方面】 

3 月 5 日（木）19 日（木）  

●B コース【湯本・俵山方面】 

3 月 11 日（水）25 日（水） 

●C コース【日置・油谷方面】 

3 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 》 

 

 

上映場所 長門市立図書館２階 視聴覚室 

上映期間 ３月１１日（水）～３月１５日（日） 

 

絵本を楽しむ会 
３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！ 

 

おはなしの会 

  

 

３月２８日（土） 

午後 3 時００分～ 

〈児童書〉 

１１（水） 1２（木） 1３（金） 1４（土） １５（日）
１０：００～ 〇 × × 〇 ×
１４：００～ 〇 〇 〇 〇 〇

【アニメ上映会】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 
３月２１日（土） 

午前１１時００分～ 

 さっちゃんがまってるよ♪ 

 

 

奨励賞 杉村  光彬  さん（深川小学校３年生）『くらべてみよう～日本とフィンランドの小学校』 

佳 作 中ノ目 ゆう さん（菱海中学校１年生）『なっとうを好きに』 

図書館振興財団が主催する全国コンクールでみごと 受賞されました！！おめでとうございます！！ 

【ペンネーム いおるしびる 女性 ５０代】 

https://www.sozai-library.com/sozai/7275
https://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2016/01/5069-1.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/-pHBV04auYnU/WaPvYn09EyI/AAAAAAABGMQ/pRZh9YIPsEUJXc7Aeez4hkPLEfUp5DDVQCLcBGAs/s800/book_kamishibai_set.png
https://3.bp.blogspot.com/-CAjnMYuxSCs/Vq88n7_aOaI/AAAAAAAA3cc/VymFzeoXBXk/s800/character_egg.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

