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〈文学・小説〉９００～９９９        

『キッドの運命』             中島 京子                              

『奈落』                 古市 憲寿 

『清く貧しく美しく』           石田 衣良 

『人間の芯』               増野 綾子 

『インタビューズ』            堂場 瞬一              

『最後の一文』              半沢 幹一           

『立夏の水菓子』             山本 一力                                            

『大名倒産 上 下』           浅田 次郎 

『平家物語１，２，３』          木村 耕一 

『背中の蜘蛛』              誉田 哲也                    

『人間』                 又吉 直樹 

『飛べないカラス』            木内 一裕                                             

『オカシナ記念病院』           久坂部 羊                                 

『あまんきみこハンドブック』   あまんきみこ研究会           

『終わりなき探究』        パール S バック 

『魔法のサーカスと奇跡の本』   エリカ スワイラー               

『短編画廊』          ローレンス ブロック     

『おちび』           エドワード ケアリー                  

『雲』            エリック マコーマック          

『ザ・ディスプレイスト』   ヴィエト タン ウェン            

『十二月の十日』       ジョージ ソーンダーズ             

〈その他〉０００～８９９          

『日本刺繍の「いろは」』            沖 文                   

『日本の地方議会』              辻 陽 

『電源防衛戦争』              田中 聡                    

『日本国の正体』              孫崎 享                                           

『現代中国の歴史』             久保 亨 

『ともに悲嘆を生きる』           島薗 進                                                      

『ヤバい医学部』              上 昌広                                    

『「マニュアル」をナメるな！』        中田 享              

『見えない戦争（インビジブルウォー）』    田中 均             

『英文サインのデザイン』          小林 章 

『図解不祥事の予防・発見・対応がわかる本』 竹内 朗                

『池上彰と現代の名著を読む』        池上 彰         

『わかりやすい障害者権利条約』       長瀬 修        

『２０５０年のメディア』          下山 進 

『ウニハンドブック』            田中 楓  

『平成出版データブック』          能勢 仁 

『西田幾多朗の哲学＝絶対無の場所とは何か』 中村 昇             

『図説ヴィクトリア朝の子どもたち』    奥田 実紀         

『ぜんぶわかる呼吸の事典』        長尾 大志     

『これが最新！妊娠中の食事』       細川 モモ 

『ロジカル和食』             前田 量子 

『子どもの本の道しるべ』         斎藤 次郎       

『胃を切った人を元気いっぱいにする食事１６０』             

                    土田 知史                

        

  

                                                  

                  

                          

                  

         

 

 

『日本の神話を考える』          上田 正昭                 

『民主主義は終わるのか』         山口 二郎  

『まちづくり解剖図巻』          片山 和俊 

『透析療法』               石橋 由孝 

『ソフトウェア・ファースト』       及川 卓也 

『はじめての日本現代史』         伊勢 弘志 

『デリケートゾーンケアの教科書』    神藤 多喜子         

『奇跡の朗読教室』           斉藤 ゆき子 

『この国のたたみ方』          佐々木 信夫 

『奴隷船の世界史』           布留川 正博 

『きのこの教科書』           佐久間 大輔 

『お菓子はもっとおいしく作れます！』ムラヨシ マサユキ 

〈 児童書〉                  

『令和のこころ』              上野 誠 

『わたしのビーナス』            樫崎 茜             

『アーサー王の世界５』           斉藤 洋 

『地図で見る日本の地震』          山川 徹  

『なんでお母さんはいつもおこるの？』   古沢 良太 

『おばけのアッチおもっちでおめでとう』  角野 栄子             

『自分の力で肉を獲る』          千松 信也 

『こども聖書』              鈴木 秀子 

『ぼくらの波を走る！』          工藤 純子 

『ハロー、マイフレンズ』         大矢 純子       

『天邪悪な皇子と唐の黒猫』        渡辺 仙州       

『かいけつゾロリスターたんじょう』    原 ゆたか         

『魔法のたいこと金の針』        茂市 久美子 

『ぼくたちのだんご山会議』    おおぎやなぎ ちか              

『物理学者』            ゲリー ベイリー 

『あかちゃんはどうやってつくられるの？』 アンナ フィスケ             

『壁抜け男』            マイセル エーメ 

〈絵本・紙芝居〉 

『たこあげ』               青山 友美 

『チンチラカと大男』           片山 ふえ 

『ばばちゃんとひとり誕生日』       堀田 京子                   

『ちび竜』                工藤 直子 

『ふきだしくん』             山口 哲司 

『死んだかいぞく』            下田 昌克 

『きみののぞみはなんですか？』      五味 太郎         

『いらっしゃい』            せな けいこ 

『ねこなんていなきゃよかった』     村上 しいこ         

『１０にんのせんにん』         佐々木 マキ 

『おいかけっこのひみつ』       いとう ひろし          

『ロビンソン』            ピーター シス 

『うっかりおじさん』         エマ ヴィルケ 

『チョコレート・ウォーズ』      エリス ドラン 

『あなたがおおきくなるひまで』   ケイト バンクス                   

『おまつりをたのしんだおつきさま』 マシュー ゴラブ 

 

 

 

                             

                                         

    

              

 

 

 

       

                            

 

 

 

 

 

                                      

 

〈令和２年４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  

 

 

４月号 

 

としょかんだより 

 

行事など状況により中止になることが

あります。予めご了承ください。 

 

 

 

★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) 

 
２月入荷分 

 

https://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2017/03/9500.png
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https://3.bp.blogspot.com/-T6lcAwY-zuI/UylAcXguqOI/AAAAAAAAeUc/29O84uXgwL0/s800/ohanami_fufu.png


 

（通称：ＢＭです！） 

 

日  時 ５月５日（火）18：00～20：00 ＊17：30～入館受付 

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） 

申込期間 ４月７日（火）～４月２１日（火） 

申込方法 電話または来館 

申込み先 長門市立図書館（TEL26-5123） 

 

 

 

  

 

 

 たまごの会 

4 月２４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！ 

 

 

おはなしの森 
 4 月 １１日（土） 

 午後３時００分～ 

絵本や紙芝居の読み聞かせ♪ 

 

 

逃亡刑事           中山 七里 

十二月の十日      ｼﾞｮｰｼﾞ ｿｰﾝﾀﾞｰｽﾞ 

カットバック          今野 敏 

螢草              葉室 麟 

リボン             小川 糸 

明智光秀            小和田 哲男 

犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい事典  

                松本 ひで吉 

明智光秀              田代 脩 

マジで‼まじめにアレ何？じてん 佐々木 まさたか                   

よみっこくらぶ 
４月１１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 

 

〈児童書〉 〈一般書〉 

 

 

日 に ち 4 月 25 日（土）26 日（日） 

内  容 図書館の本の中から、当日発表の言葉や絵が 

描かれている本を 5 冊探してみよう！ 

対  象 ５歳以上ならどなたでも 

参加人数 各日先着２０名 

かみしばいの会 
 4 月 4 日（土） 

  午前１１時００分～ 
  4 月１８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！ 

 

 

おもちゃの森 

４月 ９日（木） 

午前１０時００分～１１時３０分 

何歳のお子さんでも OK♪ 

 

 

江戸の古文書、文芸書をくずし字で読みます 

 

 

楽しいおはなしの世界へようこそ！ 

 

●A コース【通・三隅方面】 

4 月 2 日（木）16 日（木）  

●B コース【湯本・俵山方面】 

4 月 ８日（水）22 日（水） 

●C コース【日置・油谷方面】 

4 月 10 日（金）24 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。 

 

《 状況や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 》 

 

 

さっちゃんのかみしばい 
4 月１８日（土） 

午前１１時００分～ 

 さっちゃんがまってるよ♪ 

 

 

「ぐるブック号」 

 

 

４月から「ぐるブック号」（移動図書館車）運行状況が変わります！ 

      ＊詳細は「ぐるブック号利用案内」をご確認ください。 

【新しいステーション】 

    Aコース 仙崎出張所前  8：45～9：00  

    Ｂコース フジ長門店   15：15～15：30 

【コースが変更になるステーション】 

    ＪＡ長門大津農協駐車場 Ｂコース（水曜日 巡回） 

                         ⇒Ｃコース（金曜日 巡回） 

移動図書館車  

 

当日の模様を写真撮影し、図書館の HP 等に掲載致し

ますので、予めご了承ください。 

 

また、山陰道長門・俵山道路開通による移動時間の短縮や

各ステーションの利用状況を見直し、停車時間が変更にな

ったステーションもあります。 

運行中！ 

 

コロナウィルスの影響で突然「図書館休館」となり、皆さんには大変ご迷惑をおかけ致しま

した。「図書館として何ができるだろう」と考え、この約 1 ヶ月の休館を活用しました。休館

前と少し変わった図書館を感じて頂き、これからも図書館をご利用ください。 

長門読書会 
４月２５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☆ 

 

 

 

くずし字講座 

 

おすすめの児童書・絵本を、はっぱの 

カードに書いて自由に貼ってみよう♪ 

4 月 ４日（土） 

4 月２５日（土）  

午前１０時００分～正午 

 

A コース 

野波瀬漁港/浅田小学校/明倫小学校/宗頭幼稚園/湯免温泉清風ポラリス

/グループホームゆうなぎ 

Ｂコース 

向陽小学校/ゆもと苑/真木公会堂前/俵山幼児園/湯本温泉六角堂駐車場

/みのり保育園 

Ｃコース 

向津具保育園/向津具小学校/宇津賀出張所前/サンマート人丸駐車場/ 

ひまわり日置 

 

 

開催期間 

４月２３日（木）～５月１２日（火） 

定例行事は状況により中止になる

ことがあります。 

あらかじめ ご了承ください。 

絵本を楽しむ会 
4 月１６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 

  

 

4 月２５日（土） 

午後 3 時００分～ 

コロナウィルスの感染予防のため、4 月の映画上映・アニメ上映・図鑑ＤＶＤ上映は

中止させていただきます。楽しみにされていた方には大変ご迷惑をお掛けいたします

が、ご理解いただきますようお願いいたします。 
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