
    

  

 

 

 

 

 

 

 

〈文学・小説〉９００～９９９       

『落陽』                朝井 まかて 

『アンマーとぼくら』            有川 浩 

『繭と絆』               植松 三十里 

『大正箱娘』              紅玉 いづき 

『アンと青春』               坂木 司 

『記憶の渚にて』             白石 一文 

『水戸黄門 天下の副編集長』       月村 了衛 

『三舟、奔る！』             仁木 英之 

『おおあたり』               畠中 恵 

『受難』                 帚木 蓬生 

『お伊勢まいり 新・御宿かわせみ」    平岩 弓枝 

『長流の畔 流転の海第８部』        宮本 輝 

『ラストナイト』              薬丸 岳 

『ずんずん！』              山本 一力 

『英国ファンタジーをめぐるロンドン散歩』 山内 史子 

『不運と思うな｡ 大人の流儀６』  伊集院 静 

『自然が答えを持っている』         大村 智 

『夕陽妄語 １～３』           加藤 周一 

『彼女の家出』              平松 洋子 

『昭和の親が教えてくれたこと』      森 まゆみ 

『アメリカン・ブラッド』      ベン・サンダース 

『ハリネズミの願い』        トーン・テレヘン 

『失われた天使 上・下』      ハビエル・シエラ 

〈その他〉０００～８９９ 

『心理療法という謎』           山竹 伸二 

『ミライの授業』             瀧本 哲史 

『名僧たちは自らの死をどう受け入れたのか』向谷 匡史 

『比叡山と高野山』            景山 春樹 

『占領期年表１９４５－１９５２年』      創元社 

『僕は少年ゲリラ兵だった』  ＮＨＫスペシャル取材班 

『世界から見た２０世紀の日本』    保阪 正康(他) 

『反骨』                 松原 耕二 

『明治・大正を生きた女性逸話辞典』    中江 克己 

『地域おこし協力隊 日本を元気にする６０人の挑戦』 

椎川 忍 

『憲法用語の源泉をよむ』         大林 啓吾 

『ふしぎな部落問題』           角岡 伸彦 

『いざというときに身を守る気象災害への知識』伊藤佳子 

『ルポ母子避難』             吉田 千亜 

『「文系学部廃止」の衝撃』        吉見  俊哉 

『図解アクティブラーニングがよくわかる本』小林 昭文 

『世界のお墓』        ネイチャー＆サイエンス 

『地底から宇宙をさぐる 増補新版』    戸塚 洋二 

『クジラの生態 新版』         笠松 不二男 

『薬で読み解く江戸の事件史』       山﨑 光夫 

『睡眠障害の子どもたち』         大川 匡子 

『「ガサガサかかと」が危ない！』     高山 かおる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『地球を「売り物」にする人たち』    ﾏｯｹﾝｼﾞｰ･ﾌｧﾝｸ 

『ハンドブックの日本の城』         中井 均 

『日本の最も美しい名建築』        田中 貞彦 

『すごい！希少金属』           斎藤 勝裕 

『工業塗装大全』             坂井 秀也 

『老後のお金備えの正解』         有山 典子 

『服を整理すれば、部屋の８割は片付く』  河井 真奈 

『髪がみるみる甦る習慣』         高橋 英雄 

『田んぼアートのキセキ』         葛西 幸男 

『イラスト基本からわかる土と肥料の作り方・使い方』 

                     家の光協会 

『造園の手引き』         京都府造園協同組合 

『世界の巨樹と絶景の森』     学研パブリッシング 

『紀元２６００年のテレビドラマ』      森田 創 

『なんでもわかる！鉄道用語大事典』     梅原 淳 

『国宝消滅』        デービッド・アトキンソン 

『江戸の動植物図譜』          狩野 博幸/監 

『残したい日本の手仕事』         エイ出版社 

『レオナルド・ダ・ヴィンチの秘密』 ｺｽﾀﾝﾃｨｰﾉ・ﾄﾞﾗｯﾂｨｵ 

『古典落語知っているようで知らない噺のツボ』柳家花緑 

『孫にそっと教えたい日本の美しい言葉としきたり』 

                    山口 謡司/監 

『英語で読みたい世界の名作』        ナツメ社 

〈児童書〉 

『ルルとララのようこそタルト』   あんびる やすこ 

『ぞくぞく村のランプの精ジンジン』    末吉 暁子 

『かいけつゾロリのおいしい金メダル』   原 ゆたか 

『地方自治のしくみがわかる本』       村林 守 

『世界でもっとも貧しい大統領ホセ・ムヒカの言葉』 

佐藤 美由紀 

『ルイ・ブライユと点字をつくった人びと』こどもくらぶ 

『えんとつと北極のシロクマ』     藤原 幸一/写 

『試合で勝てる！小学生のドッジボール上達のコツ』 

メイツ出版 

『魚を水に入れましょう』      ヘレン・パーマー 

〈絵本・紙芝居〉 

『おんちょろちょろ』           瀬田 貞二 

『きつねとかわうそ』           梶山 俊夫 

『ケチャップマン』          鈴木 のりたけ 

『夏のおわり』             長谷川 集平 

『おかんとおとん』            平田 昌広 

『はっきょいどーん』        やまもと ななこ 

『ねこのピートはじめてのがっこう』   ｴﾘｯｸ・ﾘﾄｳｨﾝ 

『ベロニカとバースデープレゼント』 ﾛｼﾞｬｰ・ﾃﾞｭﾎﾞｱｻﾞﾝ 

『ことりのおそうしき』     ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ・ﾜｲｽﾞ・ﾌﾞﾗｳﾝ 

『ファインディング・ドリー』    ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『おはしのめいじん』           宮崎 秀人 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

 
 

１ 
アニメ上映会 

か み し ば い 

２ 

学研の図鑑 

ＤＶＤ上映会 

 第２回「恐竜」

３ 

休館日 

４ ５ 

休館日 

（図書整理） 

６ 

ＢＭ：Ａコース 

白露木曜会 

 

７ 

ひなの会 

８ 

おはなしポケット 

９ 

脇明子氏 

 講演会

１０ 

休館日 

（体育の日） 

１１ 

休館日 

（祝日振替）  

１２ 

BM：Ｂコース 

１３ 

 

１４ 

ＢＭ：Ｃコース 

 

１５ 
さっちゃんの 

かみしばい 
か み し ば い 

 

１６ 
 

 

１７ 

休館日 

 

１８ 

 

１９ 

 

２０ 

ＢＭ：Ａコース 

絵本を楽しむ会 

２１ 

 

２２ 
アニメ上映会 

読 書 会 

おはなしの会 

２３ 

      図鑑 

ＤＶＤ上映会 

第３回  ３０ 「動物」

２４ 
休館日 

休館日 

      ３１ 

２５ 

 

２６ 
BM：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 

２７ ２８ 

ＢＭ：Ｃコース 

たまごの会 

２９ 

ライブラリー 

コンサート 

 
開館時間（本 館） 

平  日 ９：３０～１８：００ 

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) ８月入荷分   ＜平成２８年１０月号＞ 

★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。 

休館のお知らせ 

（本館・分館） 

映画上映会 ①『ある愛の詩』 ②『96時間』 10：00～、14：00～  

 

 

10/12～10/16 

◆ 毎週月曜日は、休館します。 

◆ 5 日（水）は、図書整理のため、本館
・ ・

のみ
・ ・

休館します。（分館は開館） 

◆ 1０日（月）は、祝日（体育の日）のため、本館
・ ・

のみ
・ ・

休館します。（分館は開館） 

◆ １１日（火）は、祝日振替のため、本館・分館ともに休館します。 

 

日にち   １０月９日（日） 

場 所   長門市立図書館 ２階視聴覚室 

開 場   １３：３０ 

開 演   １４：００～１６：００ 

定 員   １００名（要申込・先着順）＊託児なし 

対 象   子どもの読書に興味の 

ある方ならどなたでも 

申込方法  長門市立図書館へ来館 

      または電話・ＦＡＸにて受付 

受付期間  ９月３０日（金）まで 

２０１６・第７０回 読書週間 

長門市在住のママデュオによるライブラリーコンサート♪ 

お子様からご年配の方まで気軽で楽しい、そして心温まる

曲を準備しております。 

本に囲まれた空間で、ピアノとフルートのやさしい音色を

聴きながら、午後のひとときをお過ごしください。 

標語：いざ、読書。 

期間：10 月 27 日（木）～11 月９日（水） 

 ♡ピアノ  山﨑 葉子さん 

 ♡フルート 坂田真名美さん 

♪日時 １０月２９日（土）１４:００～１４:４０ 

♪場所 長門市立図書館 絵本コーナー 

読書で育つ「生きる力」～学校や家庭でできること～ 

参加 

無料 

当館では、期間中の１１月３日（木・文化の日）に 

「第１２回 としょかんまつり」を開催します！恒例の 

古本市開催に伴い、古本を回収しています。詳細は裏面へ

⇒ 

 

脇 明子氏講演会 

10 月の予定 

♪演奏者 



 

 

 

       10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 

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】 

ここで土になる 

がんばれ！盲目の犬レディ 

かいけつゾロリたべられる！！ 

ルイ・ブライユ 

ウォルト・ディズニー 

さくらいろのりゅう 

ノラネコぐんだんパンこうじょう 

でんしゃだって・・・ 

たんていネズミハーメリン 

なんだろう？ 

           【一般書】 

わたしと小鳥とすずと 

秋霜 

硝子の太陽Ｒ 

ラストナイト 

マル暴総監 

老後のお金備えの正解 

ウエディングドレス 

防諜捜査 

国土が日本人の謎を解く 

下町ロケット ２ 

★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    

 

「あらしのよるに 

ひみつのともだち③」 
 10月 22日（土） 

午後１時 30 分～ 

（上映時間 75分） 

か み し ば い  

 

さっちゃんのかみしばい 

１０月２０日（木） 

午前１０時３０分～ 

 

１０月 1 日（土） 

１０月１５日（土） 

午後 ３時００分～ 
さっちゃんが待ってるよ♪ 

 

１０月１５日（土） 

午前１１時００分～ 

たまごの会 

 

長門読書会 

１０月２２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★ 

１０月の予定 

１０月 ８日（土） 

午後 ３時００分～ 

１０月 7 日（金） 

午前１０時３０分～ 

１０月２８日（金） 

午前１０時３０分～ 

１０月２２日（土） 

午後 ３時００分～ 

「ぐるブック号」 

●A コース【通・三隅方面】 

10 月 6 日(木)、20 日(木) 

●B コース【湯本・俵山方面】 

10 月 12 日(水)、26 日(水) 

●C コース【日置・油谷方面】 

10 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 

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 

１０月１８日（火） 

午前１０時３０分～ 

１０月 ８日（土） 

１０月２２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 

 

「母をたずねて 

三千里」 

10月 1日（土） 

午後１時３０分～ 

（上映時間 90分） 

金子 みすゞ 

葉室 麟 

誉田 哲也 

薬丸 岳 

今野 敏 

有山 典子 

玉岡 かおる 

今野 敏 

大石 久和 

池井戸 潤 

大西 暢夫 

山本 博 

原 ゆたか 

迎 夏生 

中 祥人 

町田 尚子 

工藤 ノリコ 

二見 正直 

ミニ・グレイ 

柴野 民三 

①『ある愛の詩』（100 分） 
1970 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９回 清風と毛利敬
たか

親
ちか

≫ 

８月に人気があった本を紹介します(一部) 

天保８年（1801 年）に 13 代藩主となった毛利敬親は、まず人材登用に力を入れ、たとえ下級武士でも、町人や農民でも、才覚があれば

登用・育成しました。（たとえば桂小五郎・久坂玄瑞は藩医から武士へ、前原一誠・高杉晋作らは下級武士から大組に、伊藤博文は貧乏百姓

出から士分になっています。）政治改革のため若い才能を庇護した結果、幕末・維新期に活躍する長州藩の志士を多く生み出したのです。 

清風もその一人。質素倹約を熱く説くも人々に受け入れられてこなかった清風を敬親は支持し、地方
じかた

(萩)江戸方
えどがた

(江戸屋敷)の両方に発言力

を持つ地
じ

江戸
え ど

仕組係
しくみがかり

として登用。その後、風当たりの強い清風の仕事がしやすいよう表
おもて

番頭格に昇格させ、家老の顧問として財務を総括

する、江戸
え ど

当役
とうやく

用談役
ようだんやく

に任命しました。 

敬親は、家臣の上申に対し「よし、そうせい」と、異議を唱えることがなかったことから、「そうせい公」と称されています。 

天保 11 年（1804 年）清風 58 歳の時、改革のための方針を決める御前
ごぜん

会議
かいぎ

が開かれました。そこで清風は「殿にも耳が痛い 

ことを申し上げるが、お許し願わねばならない」と、大節倹の必要性、役人の規則の厳守など、７カ条から成る改革の意見を 

述べました。君主を諌
いさ

めるような清風の論弁を、敬親は気分を害することなく、むしろ深い感動をもって聞いていたのでした。 

臆さず物を言う「へんく者」（※前回参照）の清風と、それを受け入れる「そうせい公」の敬親。この名コンビにより、貧窮 

する長州藩の財政立て直しが本格的に始まることになるのです――。 

  ＊参考文献(本館所蔵)：『経営参謀 村田清風』霜月 一生(著)、『村田清風 その業績と感懐』平川 喜敬(著)、『清風読本』三隅町教育委員会 

◇上 映 期 間  10 月 12 日(水)～16 日(日) 

◇上映開始時間 日により開始時間が異なりますので、ご注意下さい。 

▼毛利敬親 

11 月 3 日(木・文化の日)に第 12 回としょかんまつり

（図書館まつり実行委員会主催）を開催します。図書館ま

つり恒例、“古本市”の開催にあたり、古本の回収を行って

います。ご家庭で読まれなくなった本・雑誌がありました

ら、長門市立図書館までお持ちください。 

①回収日を過ぎての持ち込みはお断りさせて頂きます。 

②百科事典はお受けできません。 

③回収に伺うことはできません。 

図書館までご本人様がお持ちください。 

④古本市に出された本等について、お返しすることは 

致しません。 

②『96 時間』（94 分） 
2009 年公開、音声：英語、字幕：日本語 

回収期間：１０月１６日(日)まで 

！注意事項！ 以下の点をご確認・ご了承ください。 

Gokak。 

第 2回 「恐竜」 

約 6600万年前に絶滅するまで、地球上を支配していたのは

恐竜だったのです。どんな恐竜が、どのように生きていたのか

…はるか昔の世界をのぞいてみましょう。 

★日時 １０月 ２日（日）14：00～15：00 

 

★場所 長門市立図書館 ２階視聴覚室 

     ＊申込・入場料不要 

＊申込み・入場料不要 

 

BBC（英国放送協会）制作のDVD を上映します。 

大きなスクリーンで、迫力の映像をお楽しみください。 

第３回 「動物」 

食べる動物と食べられる動物。それぞれの動物たちがどのよ

うにつかまえ、逃げのびるのか…生き残るための彼らのたたか

いは、今日もどこかで起きています。 

★日時 １０月３０日（日）14：00～15：00 

 

 

古 本回収にご協力ください！ 

（『清風読本』より） 


