
    

  

 

 

 

 

 

 

 

〈文学・小説〉９００～９９９        

『世界文学を読みほどく 増補新版』    池澤 夏樹 

『図解アーサー王と円卓の騎士』 マーティン・Ｊ・ドハティ 

『竜宮城と七夕さま』           浅田 次郎 

『ベストエッセイ２０１７』     日本文藝歌家協会 

『古都再発見』               葉室 麟 

『母ではなくて、親になる。』    山崎 ナオコーラ 

『変わりダネ軍艦奮闘記』         塩山 策一 

『新編・日本幻想文学集成』     宮沢 賢治（他） 

『書架の探偵』            ジーン・ウルフ 

『家電兄弟』               阿部 牧郎 

『芦田川』               今井 絵美子 

『アキラとあきら』            池井戸 潤 

『鎮僧師』                石持 浅海 

『フォークロアの鍵』           川瀬 七緒 

『デンジャラス』             桐野 夏生 

『声なき叫び』              小杉 健治 

『変幻』                  今野 敏 

『危険領域』               笹本 綾平 

『夜姫』                 新堂 冬樹 

『黒い波紋』               曽根 圭介 

『１９３４年の地図』           堂場 瞬一 

『パーマネント神喜劇』          万城目 学 

〈その他〉０００～８９９  

『スマホ廃人』              石川 結貴 

『１２歳からの読書案内』         金原 瑞人 

『週刊誌風雲録』             高橋 呉郎 

『グローバル・ジャーナリズム』       澤 康臣 

『日本のジャーナリズムはどういきているか 』    八巻 和彦 

『プロテスタンティムズ』         深井 智朗 

『「司馬遼太郎」で学ぶ日本史』      磯田 道史 

『父の謝罪碑を撤去します』        大高 未貴 

『図解詳説幕末・戊辰戦争』        金子 和彦 

『明治維新の正体』            鈴木 荘一 

『大東亜戦争は日本が勝った』 ヘンリー・Ｓ・ストークス 

『戦国の合戦と武将の絵事典』       高橋 伸幸 

『昭和維新史との対話』          保阪 正康 

『呪われた明治維新』            星 亮一 

『イノベータたちの日本史』       米倉 誠一郎 

『尖閣だけではない沖縄が危ない！』    惠 隆之介 

『モンゴル帝国誕生』           白石 典之  

『トルコ現代史』             今井 宏平 

『図説アイルランドの歴史』         山本 正 

『ロシア革命』              池田 嘉朗 

『足利尊氏』                森 茂暁 

『世界の果てのありえない場所』 トラビス・エルボラフ 

『マルタ』          ダイヤモンド・ビック社 

『赤い韓国』              櫻井 よしこ 

『スタイリスト佐藤かなが作る男の子にも 

          女の子にも着せたい服』佐藤 かな  

 

 

 

 

 

 

 

『米中の危険なゲームが始まった』     福島 香織 

『一億総貧困時代』            雨宮 処凛 

『ひろみち＆たにぞうのプレミアム運動会』 佐藤 弘道 

『シンデレラの謎』            浜本 隆志 

『中学数学ＸやＹの意味と使い方がわかる』 小林 道正 

『星とくらす』              田中 美穂 

『すっきり！がってん！雷の本』       乾 昭文 

『超能力微生物』             小泉 武夫 

『どんどん虫が見つかる本』        鈴木 海花 

『江部康二の糖質制限革命』        江部 康二 

『１０秒リンパストレッチ』        加藤 雅俊 

『最強の地域医療』            村上 智彦 

『ライト式建築』             井上 裕一 

『プチプチサラダ、つぶつぶタブレ』   上野 万梨子 

『あたらしくておいしい和のおかし』    黒岩 典子 

『はかりきれない世界の単位』        米澤 敬 

『まるごとわかるトマト』         田淵 俊人 

『のらもじ』             下浜 臨太郎（他） 

『めったに見られない瞬間！』  ナショナルジオグラフィック  

『あじさいおりがみ』         プロジェクトＦ 

『あるかしら書店』        ヨシタケ シンスケ 

『辛くならない絵の描き方』       松村 上久郎 

『幸運を引き寄せる！色のチカラ』    田中 伊佐資 

『遺書』                  森 喜朗 

〈児童書〉 

『しくじり動物大集合』          新宅 広二 

『はじめて見たよ！セミのなぞ』       新開 孝 

『さわるな！猛毒危険生物のひみつ１００』 学研プラス 

『工作大図鑑』           かざま りんぺい 

『漢文に親しもう』             金の星社 

『アーサー王と黄金のドラゴン』  メアリー・ポープ・オズボーン  

『アルバートさんと赤ちゃんアザラシ』 ジュデス・カー 

『エヴァが目ざめるとき』  ピーター・ディッキンソン 

『やねの上のカールソンだいかつやく』 アストリッド・リンドグレーン  

『ピンクのドラゴンさがしています』 あんびる やすこ 

『モンスター・ホテルでパトロール』    柏葉 幸子 

『こうちゃんとぼく』       くすのき しげのり 

『チビまじょチャーミーとチョコレートおおうじ』   藤 真知子 

『戦国一瀬名姫の物語』         藤咲 あゆな 

『雨ふる本屋とうずまき天気』      日向 理恵子 

『奮闘するたすく』           まはら 三桃 

『こんとんじいちゃんの裏庭』       村上しいこ 

〈絵本・紙芝居〉 

『ふしぎな銀の木』      シビル・ウエッタシンハ 

『金剛山の虎」          クォン・ジョンセン 

『この本をかくして』     マーガレット・ワイルド 

『ふじぎなしゃもじ』           佐々木 悦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

 １ 
ひなの会 

２ 
アニメ上映会 

か み し ば い 

 

３ 
学研の図鑑  ＬＩＶＥ 

『爬虫類・両生類』 
ＤＶＤ上映会 

４ 

休館日 
 

５ 

 

６ 

休館日 

（館内整理日 

７ 
ＢＭ：Ａコース 

白露木曜会 

８ 
ＢＭ：Ｃコース 

 

９ 
.お は な し 
ポ ケ ッ ト 

本の装備講座 

１０ 
 
 

 

１１ 

休館日 

１２  １３ 
ＢＭ：Ｂコース 

１４ 

 

１５ 

 

１６ 
さっちゃんの 

かみしばい 
か み し ば い 

★１８時閉館★ 

１７ 

グランパ・グランマ
おはなし会 

１８ 

休館日 

（敬老の日） 

１９ 

振替休館日 

２０ 

 

２１ 

ＢＭ：Ａコース 

絵本を楽しむ会 

 

２２ 

ＢＭ：Ｃコース  

たまごの会 

２３ 
アニメ上映会 
読 書 会 
おはなしの会 
＊祝日開館＊ 

２４ 

 

 

２５ 

休館日 

２６ 

 

２７ 
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 

 

２８ 
 

 

２９ 

 

３０ 

 

 

新着  
紹介  

＜平成２９年９月の予定＞ 

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 

 

 

 

(一部) ７月入荷分 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  
 

長門市立図書館 ★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。 

※今月から『土曜日』・『日曜日』は午後５時まで、 

平日は午後６時まで開館時間は通常にもどります。 

映画上映会『長州ファイブ』『レ・ミゼラブル』１０：００～・１４：００～ 

 

『10：00～・14：00～   
 

 

9/13 ～ 9/17

６6 
 

 

休館日のお知らせ 

（本館・分館） 

◆ 毎週月曜日は、休館します。 

◆  ６日（水）は館内整理日のため、本館・分館ともに休館します。 

◆ １８日（月）祝日（敬老の日）のため本館のみ休館します。（分館は開館） 

◆ １９日（火）振替休館日のため休館します。（本館・分館ともに休館） 

◆ ２３日（土）祝日（秋分の日）ですが、開館します。 

９月号 
今月から 

通常どおりに 

もどります。 



  

  

（通称：ＢＭです！） 
②『レ・ミゼラブル』 

     上映時間 1３４分 音声：英語  字幕：日本語 

 

清風はエネルギッシュな読書家でもありました。そのため晩年の清風の書庫には貴重な資料がたくさんあり、

自分も読書を楽しみそして、他の人にも喜んで自分の本を貸していたそうです。貸した本は、一切 

『返してほしい』と請求しなかったといいます。 

『本は国の宝、出来るだけ多くの人に読んでもらいその書物から学んでほしい』と願ったのです。 

『長門国山陽荘 村田民文庫章 集散任天然 永為四海宝』 

これは清風の書物の蔵書印であり清風らしいおおらかな心の一面がうかがえます。 

（本が戻ろうと戻るまいと、この地上から無くならない限り本は在るところにあって役に立てられべきもので

あり国の宝だ） 

参考文献：『村田 清風入門』平川 喜平・『清風読本』三隅教育委員会 

  

  

 ９/１３ ９/1４ ９/1５ ９/1６ ９/１７ 

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

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

  

 

  

  

  

  
  

  

 

 

 

  

絵本を楽しむ会 
９月２１日（木） 

午前１０時３０分～ 
絵本の展示♪ 

絵本が好きならだれでも OK！ 

 

  映 画      

さっちゃんのかみしばい 
９月１６日（土） 

午前１１時 00 分～ 

さっちゃんがまってるよ♪ 

 

長門読書会 
９月２３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☆ 

【一般書】 

豹変                  今野 敏 

継続捜査ゼミ              今野 敏 

危険なビーナス            東野 圭吾 

真贋                  今野 敏 

悪夢に架ける橋            赤川 次郎 

「ぐるブック号」 

 
●A コース【通・三隅方面】 

９月 ７日(木)、２１日(木） 

●B コース【湯本・俵山方面】 

９月１３日(水)、２７日(水) 

●C コース【日置・油谷方面】 

９月 ８日(金)、２２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 》 

 

移動図書館車  

ゆや分館 

『長門読書会』メンバー募集中！（毎月第４土曜日 14：00～） 

お問合せ：長門市立図書館 読書会担当係 TEL：26-5123 

ゆや分館 

 

入場 
無料 

★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  

運行中！ 

村
田
清
風 

９月の予定 

明治維新 
150 年 
記念連載 長門発！幕末維新  

７月に人気があった本を紹介します。（一部） 

月に人気があった本を紹介します(一部) 

ひなの会 

９月 １日（金） 

午前１０時３0 分～ 

2～3 歳児向けのおはなし会♪ 

 

「屋根裏の散歩者」 

９月 ２３日（土）  

午後１時３０分 ～ 

(上映時間７３分) 

 

おはなしの会 

９月２３日（土） 

午後３時 00 分～ 

楽しいおはなしの世界へようこそ！ 

 

か み し ば い 
９月 ２日（土） 
９月１６日（土） 
午後３時 00 分～ 
紙芝居でお話の世界をとどけます！ 

 

ゆ り か ご 
９月２６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 
９月 ９日（土） 

９月２３日（土） 

午後３時３0 分～ 

ゆや分館の読み聞かせ おはなし会♪ 

 

 

おはなしポケット 
９月 ９日（土） 

 午後３時００分～ 

絵本や紙芝居の読み聞かせ♪ 

 

たまごの会 

９月２２日（金） 

午前１０時３０分～ 

０～２歳児向けの おはなし会！ 

 

ベストリーダー編 

１位 『九十歳。何がめでたい』佐藤 愛子 

２位 『去就』   今野 敏 

３位 『ポイズンドータ、ホーリーマザー』 湊かなえ 

４位 『サーベル警視庁』 今野 敏 

５位 『恋のゴンドラ』 東野 圭吾 

ベスト予約編 

１位『蜂蜜と遠雷』恩田 陸 

２位『九十歳。何がめでたい』 佐藤 愛子 

３位『サーベル警視庁』 今野 敏 

４位『草花たちの静かな誓い』 宮本 輝 

５位『秋山善良吉工務店』中山 七里  

「リトルモンスター③」 

 ９月２日（土） 

午後１時３０分 ～ 

（上映時間３３分） 

 

①『長州ファイブ』 

     上映時間 1１５分  字幕：日本語 

＊平成２９年度読書感想文・感想画『課題図書』＊ 

📚読書感想文・感想画の課題図書を新着図書コーナーに 
 配架してあります。 
 

📚課題図書は貸出期間が一週間（９月）となります。  

          ☆貸出中の本は予約ができます。 

≪第２０回≫ 尊聖堂③ 

上       会

    

映    

【児童書】 

ころんでも、大丈夫         臼井 二美男 

空にむかってともだち宣言      茂木 ちあき 

チキン！              いとう みく 

ぼくたちのリアル          戸森 しるこ 

霧のなかの白い犬          アン・ブース 

ぼくのもものき           広野 多珂子 

＊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。 

※ 日にちによって上映開始時間が異なりますので、 

ご注意ください。 

  

   上映場所   図書館２階 視聴覚室 

   上映期間   ９月１３日（水）～９月１７日（日） 

  

・ア ニ メ 

『本の装備体験講座』 
＊日にち ９月９日（土） 

＊対象 高校生以上 

＊時間 ①１０：００～１１：３０ ②１４：００～１５：３０ 

＊定員 いずれも１０名 

＊持参物 装備したい本（５冊程度）・はさみ・３０cm ものさし 

＊申込期間 ８月１５日（火）～８月３１日（水）まで 

   ※定員に達し次第、締め切ります。 

 

●古本回収にご協力ください！● 
１１月３日（金）文化の日に“第１３回図書館まつり” 

（図書館まつり実行委員会主催）を開催します。 

毎年恒例となった“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下さい。 

回収期間：９月１２日（火）～１０月１５日（日）まで 

！注意事項！ 以下の点をご確認・ご了承下さい。 

①回収期間外の持込みはお断りさせて頂きます。 

②百科事典は受付できません。 

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 

いたしません。 

『爬虫類・両生類』  ８ 月 ６ 日 （日） 14：00～15：00 

トカゲやヘビなど、驚きの生態をご覧ください。 

グランパ・グランマのおはなし会 
グランパ（おじいちゃん）グランマ（おばあちゃん）
によるおはなし会を行います！ 

・日 時  ９月１７日（日） 
１５：００～１５：３０ 

・場 所  絵本コーナー 


