
２０１７・第７１回読書週間 

標語：『本に恋する季節です！』 

期間：１０月２７日（金）～１１月９日（木） 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

〈文学・小説〉９００～９９９        

『山崎豊子と〈男〉たち』         大澤 真幸 

『死の準備教育』             曾野 綾子 

『リチャード三世』          シェイクスピア 

『ビリー・リンの永遠の一日』   ベン・ファウンテン 

『リラとわたし』        エレナ・フェッランテ 

『濱地健三郎の霊なる事件簿』      有栖川 有栖 

『ＡＸ』                伊坂 幸太郎 

『あなたならどうする』          井上 荒野 

『カンパニー』              伊吹 有喜 

『絢爛たる奔流』            岩井 三四二 

『秋霧』                 大倉 崇裕 

『ライオン・ブルー』            呉 勝浩 

『真夏の雷管』              佐々木 譲 

『煌』                  志川 節子 

『マイ・ディア・ポリスマン』       小路 幸也 

『サイレント・マイノリティ難民調査官』  下村 敦史 

『暗闇のマリア』             真保 裕一 

『君が夏を走らせる』          瀬尾 まいこ 

『ネタ元』                堂場 瞬一 

『翼がなくても』             中山 七里 

『とるとだす』               畠中 惠 

『タフガイ』               藤田 宜永 

〈その他〉０００～８９９  

『フェイクニュースの見わけ方』     鳥賀陽 弘道 

『Ｅｘｃｅｌ最強の教科書 完全版』    藤井 直弥 

『おはなしのろうそく ３１』    東京子ども図書館 

『子や孫にしばられない生き方』       川村 都 

『古稀に乾杯！ヨレヨレ人生もまた楽し』  弘兼 憲史 

『日本人が知らない最先端の「世界史」２』 福井 義高 

『消えゆく太平洋戦争の戦跡』 「消えゆく太平洋戦争の選跡」編集委員会  

『幕末証言「史談会速記録」を読む      菊池 明 

『１４歳からのパレスチナ問題』     奈良本 英裕 

『戦国大名の末裔たちが明かす歴史秘話』 別冊宝島編集部  

『明治天皇』              小田部 雄次 

『荒木村重』               天野 忠幸 

『信じる覚悟』              鈴木 弘毅 

『生涯投資家』              村上 世彰 

『激論！安倍政権崩壊』         田原 総一郎 

『ワシントン緊急報告アメリカ大乱』    吉野 直也 

『粛清の王朝・北朝鮮』           羅 鍾一 

『「小池劇場」が日本を滅ぼす』        有本 香 

『自分でする相続放棄』          碓井 孝介 

『石つぶて』               清武 英利 

『共謀罪の何が問題か』         高山 佳奈子 

『もっとやりたい仕事がある！』       池上 彰 

『孤独死大国』             菅野 久美子 

『地球は本当に丸いのか？』        武田 康男 

『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  

 

 

 

 

 

 

 

『ストレス万歳！』            小林 弘幸 

『パーキンソン病』            主婦の友社 

『太らない夜遅レシピ』          主婦の友社 

『食べるのが楽しくなる！栄養学一年生』   中屋 豊 

『東芝大裏面史』          ＦＡＣＴＡ編集部 

『高校生からはじめるプログラミング』  吉村 総一郎 

『灯台に恋したらどうだい？』      不動 まゆう 

『賢い子は一歳までの眠りで決まる』  ポリー・ムーア 

『おいしさと鮮度の見方がわかる！旬の魚事典』  飯田 知誉 

『入門オークション』    ティモシー・Ｐ・ハバード 

『１４歳からのマーケティング』       中野 明 

『駐車場事故の法律実務』         中込 一洋 

『日航１２３便墜落の新事実』       青山 透子 

『想い出のブルートレイン』   鉄道ジャーナル編集部 

『字が汚い！』              真保 信長 

『贈って喜ばれる書の色紙』        田中 研彩 

『塑する思考』               佐藤 卓 

『自作キャンプアイテム教本』      長谷部 雅一 

『大相撲横綱が残す１００の言葉』   横綱名言研究会 

〈児童書〉 

『ほんはまっていますのぞんでいます』  かこ さとし 

『エカチェリーナ２世』           迎 夏生 

『伊達正宗』              梅屋敷 ミタ 

『シャルクトンの大漂流』     ウィリアム・グリル 

『こども妖怪・怪談新聞』     水木プロダクション 

『科学について知っておくべき１００のこと 』   アレックス・フリス（他） 

『パキケファロサウルス』       たかし よいち 

『クマノミのおさんぽ』         羽田 美智子 

『見て！わたしの魔法』       ルース・サイムズ  

『宇宙の生命』         ルーシー・ホーキング 

『おねいちゃんって、いつもがまん！？』 いとう みく 

『いえのおばけずかんざしきわらし』     斉藤 洋 

『ネコの家庭教師』            南部 和也 

『ピアリス』               萩尾 望都 

『かいけつぞろりのかいていたんけん』   原 ゆたか 

『いつも１００てん！？おばけえんぴつ』  むらいかよ 

〈絵本・紙芝居〉 

『うそみーるめがね』        いわむら かずお 

『ホウホウフクロウ』           井上 洋介 

『へんがおあそび』         きむら ゆういち 

『とんこととん』             武鹿 悦子 

『メアリと魔女の花』     メアリー・スチュアート 

『どうぶつたいじゅうそくてい』 聞かせ屋。けいたろう 

『これはすいへいせん』         谷川 俊太郎 

『だじゃれ世界一周』          長谷川 義史 

『走れ！みかんのかわ』          吉田 戦車 

『がんばれきょうりゅうぼうや』      黒川 光広 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

１ 
学研の図鑑  ＬＩＶＥ 

『深海生物』 

ＤＶＤ上映会 

２ 

休館日 

３ 
 

４ 

休館日 

（館内整理日） 

５ 

ＢＭ：Ａコース 

白露木曜会 

６ 
ひなの会 

７ 
アニメ上映会 

か み し ば い 

 

８ 
 

９ 

休館日 
（体育の日） 

１０ 

休館日 
(祝日振替 ) 

１１ 
ＢＭ：Ｂコース 

１２ 
 

１３ 
ＢＭ：Ｃコース 

 

１４ 
.お は な し 
ポ ケ ッ ト 

 

１５ 
 
 

 

１６ 

 

休館日 

１７ １８ 
 

１９ 

 

ＢＭ：Ａコース 

絵本を楽しむ会 

２０ 

 

２１ 
さっちゃんの 

かみしばい 
か み し ば い 

おはなしポケット 

おはなし会 

２２ 

おはなしポケット 

おはなし会 

２３ 

休館日 

２４ 

 

２５ 
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 

２６ 

 

２７ 

ＢＭ：Ｃコース  

たまごの会 

２８ 
アニメ上映会 
読 書 会 
おはなしの会 
おはなしポケット 
おはなし会 

２９ 

おはなしポケット 

おはなし会 

３０ 

休館日 

３１ 

 

 

 

 

 

新着  
紹介  

＜平成２９年１０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) ８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。 

映画上映会『マンマ・ミーア』『オーケストラの少女』１０：００～・１４：００～ 

 

『10：00～・14：00～   
 

 

10/18～10/22 
 

 

休館日のお知らせ 

（本館・分館） 

◆ 毎週月曜日は、休館します。 

◆  ４日（水）は館内整理日のため、本館のみ休館します。（分館は開館） 

◆  ９日（月）祝日（体育の日）のため本館のみ休館します。（分館は開館） 

◆ １０日（火）振替休館日のため休館します。（本館・分館ともに休館） 

１０月号 

  ☆図書館システム更新による臨時休館の変更について☆ 

８月末まで配布していました『長門市立図書館（本館）平成２９年度行事予定表』の１０月の長期休館日 

（図書館システム更新及び資料点検による休館）が変更になります。 

１０月２３日（月）～１０月３１日（火）までは、開館いたします。（※ただし 10 月 23 日（月）・30 日（月）は休館します。） 

１１月２０日（月）～１１月２８日（火）までを図書館システム更新のため休館します。  

開館日をご確認の上、ご来館ください。 

※休館日を訂正した行事予定表を準備しております。こちらをご活用ください。 



  

  

（通称：ＢＭです！） 
②『オーケストラの少女』 

     上映時間８４分 音声：英語  字幕：日本語 

 

健康がすぐれず職を辞して三隅山荘に隠居の身となった清風でしたが、嘉永元年、再び藩主敬親に乞われ萩学明倫

館御用掛に命じられます。しかし、嘉永元年１１月城内大書院にて執筆中、不幸にも中風を発してしまします。 

『新しく造る明倫館は最新の設備を備え、優れた人材を育成する場所でなければならない。』と、弘道館（水戸） 

日新館（会津）有造館（伊勢）など諸学校を参考に明倫館新館建設を考える清風でしたが、病のため大工事の途中 

三隅山荘に帰ることになります。（嘉永２年正月２２日、明倫館新館は完成します。） 

しかし清風は職を辞してからも、藩から相談役として時々出仕するように命じられますが、その時は病体をおして、  

駕籠にのり、特別に許された『殿中杖』をつき登城しました。この当時、藩主の城ではどんなに足が悪くても杖を

つくことは許されなかったということですから、藩の改革には清風の力が必要であったことが伺えます。 

                               参考文献：『村田清風入門 平川喜敬』 

  『深海生物』10月  1 日  （日） 14：00～15：00 
海底２００メートルより深いところに生息している魚たち。 

ふだん目にすることができない、暗く冷たい厳しい深海の環境

で生きる生き物たちの生態をご覧ください。 

 

  

  

 １０/１８ １０/１９ １０/２０ １０/２１ １０/２２ 

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 
１０月１９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 
１０月２１日（土） 

午前１１時 00 分～ 

さっちゃんがまってるよ♪ 

 

長門読書会 
１０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☆ 

【一般書】 

声なき叫び              小杉 健治 

変幻                  今野 敏 

なぜ私は左翼と戦うのか        杉田 水脈 

アキラとあきら            池井戸 潤 

去就                  今野 敏 

「ぐるブック号」 

 
●A コース【通・三隅方面】 

１０月  5 日(木)、1９日(木） 

●B コース【湯本・俵山方面】 

１０月１１日(水)、２５日(水) 

●C コース【日置・油谷方面】 

１０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 》 

 

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 

１０月の予定 

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 

１０月 ６日（金） 

午前１０時３0 分～ 

2～3 歳児向けのおはなし会♪ 

 

「ムーミンパペットアニメーション 

   魔法の巻」 

１０月 ２８日（土）

午後１時３０分 ～ 

(上映時間５０分) 

 

おはなしの会 

１０月２８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 
１０月 ７日（土） 
１０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！ 

 

ゆ り か ご 
１０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★ 

 

“ながとおはなしポケット”スペシャル 

おはなし会開催！ 

平成１４年１１月から市内の各施設へ出向き、読

み聞かせを通しておはなしの世界を届けてきたお

はなしポケット。  

この活動の１５周年を記念して、スペシャルおはな

し会を図書館で開催します。 

日にち 時間 対象 

１０月２１日（土）  

 

１１：００～ 

（３０分程度） 

乳幼児向け 

１０月２２日（日） 未就学児向け 

１０月２８日（土） 小学１・２年生向け 

１０月２９日（日） 小学３・４年生向け 

１１月１１日（土） 小学５・６年生向け 

１１月１２日（日） 大人向け 

         ※対象年齢外の参加も可能です。 

楽しいおはなしをたくさん用意して、お待ちしています。 

よみっこくらぶ 
１０月１４日（土） 

１０月２８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 
１０月１４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 

１０月２７日（金） 

午前１０時３０分～ 

０～２歳児向けの おはなし会！ 

 

学研の図鑑 DVD上映会  ２階視聴覚室 入場無料 

「イソップ物語①」 

１０月 ７日（土） 

午後１時３０分 ～ 

（上映時間５０分） 

 

①『マンマ・ミーア』 

     上映時間 1０８分 音声：英語  字幕：日本語 

≪第２１回≫  殿中杖 

上       会

    

映    

【児童書】 

くろねこのどん          岡野 かおる子 

すばこ               キム・ファン 

エリザベス女王 1 世           迎 夏生 

干したから…             森枝 卓士 

いる？いらない？のひみつ    おがた たかはる 

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   １０月１8 日（水）～１０月 22日（日） 

  

・ア ニ  メ 

●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。 

『東海道中膝栗毛』をくずし字で読む 
江戸時代の和本で『東海道中膝栗毛』を読んでみませんか？ 

くずし字を読んだ事のない方も歓迎します。 

ご参加をお待ちしています。 

●日時  １０月７日（土）・１０月２８日（土） 

     １１月４日（土）・１２月 2 日（土）全４回 

     １０：００～１２：００（第１・４土曜日） 

●講師  萩原 茂生氏（古書店主） 

●場所  長門市立図書館２階 視聴覚室 

●参加費 資料代３００円（学生無料）初回時に集めます。 

●募集人数 ２０名 

●申込期間 随時 

●申込先 長門市立図書館に電話又は来館  


