
    

  

 

 

 

 

 

 

 

〈文学・小説〉９００～９９９       

『半席』                 青山 文平 

『残り者』               朝井 まかて 

『荒仏師運慶』               梓澤 要 

『スイム！スイム！スイム！』      五十嵐 貴久 

『殉教者』                加賀 乙彦 

『声のお仕事』              川端 裕人 

『この日のために 上・下』        幸田 真音 

『マル暴総監』               今野 敏 

『屋上の道化たち』            島田 荘司 

『半減期を祝って』            津島 佑子 

『どこかでベートーヴェン』        中山 七里 

『掟上今日子の婚姻届』          西尾 維新 

『秋霜』                  葉室 麟 

『罪の終わり』              東山 彰良 

『亡者たちの切り札』           藤田 宣永 

『ギケイキ』                町田 康 

『ポイズンドーター、ホーリーマザー』   湊 かなえ 

『χの悲劇』                森 博嗣 

『涼やかに静かに殺せ』          森村 誠一 

『江戸へおかえりなさいませ』      杉浦 日向子 

『あのすばらしき七年』      エトガル・ケレット 

〈その他〉０００～８９９    

『Windows10パーフェクトマニュアル』タトラエディット 

『頭のいい人は暗記ノートで覚える!』   碓井 孝介 

『話すだけで書ける究極の文章法』      淺井 登 

『宗教学大図鑑』    ドーリング・キンダースリー社 

『人は死んだらどうなるのか』    さとう 有作/画 

『はじめての土偶』           譽田 亜紀子 

『昭和最後の日 テレビ報道は何を伝えたか』 

 日本テレビ報道局天皇取材班 

『国会議員に読ませたい敗戦秘話』   産経新聞取材班 

『パレスチナ戦火の中の子どもたち』   古居 みずえ 

『イスラーム世界の論じ方 増補新版』    池内 恵 

『新聞と憲法９条』            上丸 洋一 

『ヒトはこうして増えてきた』      大塚 柳太郎 

『パナマ文書』              渡邉 哲也 

『日本の右翼と左翼がわかる本』    別冊宝島編集部 

『後悔しない転職７つの法則』       石山 恒貴 

『家族という病 ２』           下重 暁子 

『奔走老人』                谷川 洋 

『老いも目線を変えれば面白い』     吉永 みち子 

『命と向きあう教室』           制野 俊弘 

『民主主義』                 文部省 

『親子で理解する発達障害 進学・就労準備の進め方』 

                    鈴木 慶太 

『先生に向いていないかもしれないと思った時に読む本』 

                   石原 加受子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『不器用っ子が増えている』       谷田貝 公昭 

『やさしい山のお天気教室』         栗澤 徹 

『世界で一番美しい海のいきもの図鑑』   吉野 雄輔  

『歯から若返る１０の最強メソッド』    田北 行宏 

『今日が人生最後の日だと思って生きなさい』小澤 竹俊 

『ガーデンセラピー』           高岡 伸夫 

『日本人だからこそ「ごはん」を食べるな』 渡辺 信行 

『医者からもらった薬がわかる本第 30版』医薬制度研究会 

『昭和の家事 新装版』          小泉 和子 

『杉田式ノコギリ木工のすべて』      杉田 豊久 

『オールシーズンのメンズ服』       金子 俊雄 

『赤ちゃん苦手かも？と思ったら読む本』  清水 悦子 

『オリジナルアクセサリーのつくり方＆売り方』 

くりくり編集室 

『実家と空き家の片づけ方』      サマンサネット 

『季節のフラワーリース基礎レッスン』    橋口 学 

『地域プラットフォームによる観光まちづくり』大社 充 

『オールドレンズの新しい教科書』     鈴木 文彦 

『スヌーピーのひみつＡtoＺ』チャールズ・Ｍ・シュルツ 

『忍者の歴史』              山田 雄司 

『失敗しない 1分間スピーチスピード学習帳』主婦の友社 

『滅びゆく日本の方言』          佐藤 亮一 

〈児童書〉 

『いつでもインコ』             斉藤 洋 

『テレビのずるやすみ』         村上 しいこ 

『わたしが子どものころ戦争があった』    野上 暁 

『七十二歳の卒業制作 学ぶこと、書くこと、生きること』 

                   田村 せい子 

『図書館脱出ゲームぼくたちの謎とき大作戦 上・下』 

クリス・グラベンスタイン 

『池上彰が注目するこれからの大都市・経済大国１～４』 

 講談社 

『世界の子どもの遊び』        寒川 恒夫/監 

『よくわかる少年法』         後藤 弘子/監 

『生きもののふえかた大研究』     長谷川 眞理子 

『ぼくはこうして動物に襲われた』 動物事件研究会/編 

『現場写真がいっぱい 現場で働く人たち１～４』 

こどもくらぶ 

『辞書・事典のすべてがわかる本１～４』 稲葉 茂勝 

〈絵本・紙芝居〉 

『ものすごくながいちょんまげのとのさまと 

   ものすごくながいおひげのおうさま』 石崎 なおこ 

『はちみつ』            ふじわら ゆみこ 

『はしれディーゼルきかんしゃデーデ』 すとう あさえ 

『すずめくんどこでごはんたべるの？』 たしろ ちさと 

『くまくまパン』            西村 敏雄 

『キリンのセラフィナ』   ロラン・ド・ブリュノフ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

 

 

１ 

休館日 

２ 

 

３ 

休館日 

(図書整理日) 

４ 

ＢＭ：Ａコース 

白露木曜会 

５ 

ひなの会 

６ 
アニメ上映会 

か み し ば い 

７ 

竹でっぽう 

工作教室 

８ 

休館日 

９ １０ 

BM：Ｂコース 

１１ 

休館日 

（山の日） 

１２ 

ＢＭ：Ｃコース 

１３ 

おはなしポケット 

１４ 

 

１５ 

休館日 

１６ 

  

１７  １８ 

ＢＭ：Ａコース 

 

１９ 

 

２０ 
さっちゃんの 

かみしばい 
か み し ば い 

 

２１ 
ナイト 

ライブラリー 

２２ 

休館日 

 

２３ ２４BM：Ｂコース 

定例会 
・おはなしポケット 
・サポートボランティア 

２５ 

 

２６ 

ＢＭ：Ｃコース 

たまごの会 

２７ 
アニメ上映会 

読 書 会 

おはなしの会 

２８ 

 
 

 

２９ 

休館日 

３０ 

 

３１ 

 
 

昔なつかし竹のおもちゃを、 

図書館長といっしょに作ってあそぼう！ 

 
開館時間（本 館） 

平  日 ９：３０～１９：００ 

土日祝日 ９：３０～１７：００ 

（ 分 館 ） 

平  日 ９：００～１８：００ 

土日祝日 ９：００～１７：００ 

 

長門市立図書館 

ＴＥＬ  : ２ ６ - ５ １２ ３  

ＦＡＸ  : ２ ６ - ２ ７７ ５  

ＵＲＬ  :  http://www2.l ib-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  
 

新着  
紹介  

長門市立図書館 
 

 

(一部) ６月入荷分   ＜平成２８年 8 月号＞ 

8 月の予定 

★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。 

休館日のお知らせ 

（本館・分館） 

映画上映会 『長州ファイブ』『ベートーベン』 10：00～、14：00～

  
 

 

8/17～8/21 

◆ 毎週月曜日は、休館します。 

◆ 3日（水）は、図書整理のため、本館
・ ・

のみ
・ ・

休館します。（分館は開館） 

◆ １１日（木）は、祝日（山の日）のため、本館
・ ・

のみ
・ ・

休館します。（分館は開館） 

ブックトーク・課題図書 

体験したい 

6・7 月展示 

＊BM(Book Mobile)は、移動図書館車「ぐるブック号」 

の略称です。運行の詳細は、としょかんだより裏面、 

または「ぐるブック号利用案内」をご覧ください。 

★日  時 平成 28 年 8 月 21 日(日)17:30～20:00 

★場  所 長門市立図書館 

★内  容 18:00～18:30 こわぁ～いおはなし会 

       18:30～19:30 夜の図書館を探検！？ 

        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。 

★持 参 物 懐中電灯 

★対  象 小学生の子どもさんとそのご家族 

★定  員 先着１０家族 

★申込期間 8月 1４日（日）まで ※定員に達し次第、締め切ります。 

★申込方法 図書館本館へ来館、または電話にて受付。 

今回のナイトライブラリーは、夏の夜ならではの企画がいっぱい！ 

昼とは違う閉館後の図書館を、家族で楽しく過ごしてみませんか？ 

！

 

 

＊日  時 平成２８年８月７日（日） 

10：00～12：00 

＊場  所 長門市立図書館 

＊対  象 小学校５・６年生 

＊参 加 費 １００円（レクリエーション保険料） 

＊定  員 先着１０名 

＊受付期間 ７月３１日（日）まで 

※定員に達し次第、締め切ります。 

＊持 参 物 切りだしナイフ・軍手・はさみ 

のこ・きり（あれば持参） 

＊申込方法 図書館本館へ来館、または電話にて受付。 

うちどく（家読）推進事業第 3弾！ 



 

 

       8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 

①  10:00- 14:00- 10:00- 14:00- 10:00- 

②  14:00- 10:00- 14:00- 10:00- 14:00- 

     

 

 
 

【児童書・絵本】 

夏の庭 

アリとくらすむし 

菜の子ちゃんとカッパ石 

からくり夢時計 

二日月 

すずめくんどこでごはんたべるの？ 

ぴょーん 

きょうのおやつは 

おさわがせフンガくん 

そらとぶクレヨン 

【一般書】 

図解でよくわかる農薬のきほん 

大きな鳥にさらわれないよう 

ツバキ文具店 

悪人 

白崎茶会のかんたんパンレシピ 

主夫のトモロー 

しかえししないよ 

小さな庭のつくり方 

日本人が知らない中国人の不思議な生活 

バビロンの秘文字 ２ 追跡編 

 

★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。 

ベストリーダー  

絵本を楽しむ会 

 
絵本の展示♪絵本が好きな人ならだれでもOK！ 

 

ゆ り か ご  

 
ゆや分館の 0～2歳児向けの読み聞かせ★ 

よみっこくらぶ 

 

ゆや分館の読み聞かせおはなし会★ 

ひなの会  

 

  映 画 ・ ア ニ メ 上 映 会    

 

「ロミオの青い空」 
 

8 月２7 日（土） 

午後１時 30 分から 

（上映時間 90分） 

か み し ば い  

 

さっちゃんのかみしばい 

お休みします。 

８月 ６日（土） 

８月２０日（土） 

午後 ３時００分～ 
さっちゃんが待ってるよ♪ 

 

8 月２０日（土） 

午前１１時００分～ 

たまごの会 

 

長門読書会 

８月２７日(土) 

午後 ２時００分～ 

おはなしの会 

おはなしポケット 

2～3 歳児向けのおはなし会★ 

0～2 歳児向けのおはなし会★ 

８月の予定 

８月１３日（土） 

午後 ３時００分～ 

８月 5 日（金） 

午前１０時３０分～ 

① 『長州ファイブ』（１１５分） 

８月２６日（金） 

午前１０時３０分～ 

８月２７日（土） 

午後 ３時００分～ 

「ぐるブック号」 

●A コース【通・三隅方面】 

8 月 4 日(木)、１８日(木) 

●B コース【湯本・俵山方面】 

8 月１0 日(水)、２4 日(水) 

●C コース【日置・油谷方面】 

8 月１２日(金)、２6 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・中止する 

場合があります。ご了承下さい。 》 

 

移動図書館車  

ゆや分館 

８月１６日（火） 

午前１０時３０分～ 

８月 2７日（土） 

午後 ３時３０分～ 

絵本や紙芝居の読み聞かせ★ 

楽しいおはなしの世界へようこそ！ 

紙芝居でお話の世界をとどけます！ 

『長門読書会』メンバー募集中！ 

（毎月第４土曜日 １４時～  本館２階研修室） 

問合せ：長門市立図書館 読書会担当係 TEL：26-5123 同じ本を読み、感想や意見を述べあう会です★ 

ゆや分館 

 

「キクちゃんと 

オオカミ」 

8 月 6 日（土） 

午後１時３０分から 

（上映時間 45分） 

ジャンル：邦画 2007 年公開  

音声：日本語、字幕：日本語（字幕付き上映） 

寺岡 徹 

川上 弘美 

小川 糸 

吉田 修一 

白崎 裕子 

朱川 湊人 

日野原 重明 

朝日新聞出版 

富坂 聰 

堂場 瞬一 

湯本 香樹実 

島田 たく（写真） 

富安 陽子 

川口 雅幸 

いとう みく 

たしろ ちさと 

まつおか たつひで 

わたなべ ちなつ 

国松 エリカ 

竹下 文子 

② 『ベートーベン』（８７分） 
ジャンル：コメディ 1992 年公開 

音声：英語、字幕：日本語 

場所：視聴覚室 

入場 
無料 

運行中！ 

村
田
清
風 

長門発！幕末維新 ≪第７回 財政に困窮する長州藩≫ 

＊日にちによって上映開始時間が異なりますので、ご注意下さい。 

６月に人気があった本を紹介します(一部) 

文政の終りから天保のはじめ頃まで、天候不順によって凶作が続き、全国的に不況や飢饉・物価の高騰が起きていました。

しかし幕府は外国船に対する防備に加え、参勤交代や大がかりな祝賀儀式・行事などを組み、各藩へ出費を煽ります。文政 7

年（1824 年）42 歳の清風は手元役として江戸藩邸にて財政の仕組み方を命じられますが、贅沢に慣れた江戸の人々は経費

の引き締めに応じません。長州藩も例外なく財政が逼迫
ひっぱく

していました。その大きな理由は二つ。10 代藩主・斉熙
なりひろ

が 10 万 2000

坪という広大な屋敷を開き、2700 坪の大邸宅や回遊式のパノラマ庭園・倉庫や武器庫を完成させたことです。斉熙
なりひろ

は藩再

興のため大事業を推進し業績は残したものの、積極的な政策に伴う多大な出費を伴いました。また、斉熙
なりひろ

の長男（後の第 12

代藩主）斉
なり

広
とう

と幕府将軍家
いえ

斉
なり

の娘の政略結婚も一つの要因です。幕府側から組まれたであろうこの結婚には、前準備から派

手な挙式・盛大な披露宴等が行われ、その都度出費がかさみました。 

財政が悪化すれば、社会不安や農民の反発も大きくなります。その結果、天保 2 年（1831 年）には長州で天保の大一揆

が起こり、藩の負債は銀八万五千石（藩の年間収入の 22 倍）まで膨れ上がっていたのです。清風は用談役（江戸家老を助け

政治の計画をたてる職）に就き各方面に立て直しを図る協力を仰ぎましたが、多くの人々に受け入れられず、自分の考えを

実行に移す時期ではないと判断し、自分の力不足と病気を理由に辞職。数年間静かに政治を見守ることとなりました…。 

        ＊参考文献（本館所蔵）：『義なくば立たず』眞鍋 茂樹/著、『村田清風 その業績と感壊』平川 喜敬/著 

 貸出期間は１週間です。 読書感想文（画）課題図書

夏休みお天気カレンダー 

自由研究・工作の本 

   自由研究アイディアカード 

長門市立図書館オリジナルのアイディアカード！ 

興味のあるカードを取って、テーマ決めや調べる 

ヒントにお使いください。 

＊お困りの際には遠慮なく職員へお声掛けください！ 

  
 

夏休みの宿題は、図書館で解決！ 

演奏者 上之山
うえのやま

 幸代
さ ち よ

 
（アルパ奏者・学校心理士・作家） 

著書：『セルフ・セラピーな心』（エッセイ集） 

『アンダルシアのつばさ屋さん』（絵本） 

大阪府岸和田少年少女合唱団セラピスト 

 
日 時 平成 28年 7月 29日（金） 

     １１：００～１１：３０ 

場 所 長門市立図書館 ロビー 

   ＊館内で演奏を行います。 

来館者の皆様もどうぞ一緒にお楽しみください♪ 

 

～演奏曲～ 

♪アメイジンググレース 

♪コンドルは飛んでゆく 

♪ふるさと 

♪カスカーダ 

♪Fly me to the moon 

(ハープの仲間)  アルパ

の音色が、あなたの心に 

優しく語りかけます。 

ビデオ・DVD などの AV 資料棚の横に、棚を新設しました。 

今回は“戦争”をテーマに、DVD や関連する資料の展示を 

行います。    ＊展示資料は貸出できます。 


