
としょかんだより 

 

 

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６

休館日 休館日 ＢＭ：Ａコース ひなの会 アニメ上映会

(図書整理日） 白露木曜会 かみしばい

7 8 9 10 11 12 13
図鑑ＤＶＤ上映会

休館日 休館日 ＢＭ：Bコース おもちゃの森 ＢＭ：Ｃコース おはなしの森

『動物』
（祝日・体育の日） （振替休館日）

14 15 16 17 18 19 20

休館日 絵本を楽しむ会
かみしばい

21 22 23 24 25 26 27

休館日 ＢＭ：Ｂコース ＢＭ：Ｃコース
サポートボランティア

定例会 たまごの会 アニメ上映会

28 29 30 31

臨時休館日 休館日

おはなしの会

長門読書会

くずし字講座

さっちゃんのかみしばい

くずし字講座

BM：Aコース

     

  

 

 

 

 

 

 

 

〈文学・小説〉９００～９９９        

『渡辺淳一のすべて』           渡辺 淳一 

『話しベタですが・・・』         浅田 次郎 

『綾蝶の記』              石牟礼 道子                        

『ネバーホーム』          レアード ハント       

『しない。』               群 ようこ

『玉砕の島ペリリュー』        平塚 柾緒                  

『天子蒙塵 第３巻』           浅田 次郎 

『火花散る』             あさの あつこ 

『火のないところに煙は』          芦沢 央      

『スタンドアップ！』          五十嵐 貴久 

『未来製作所』              太田 忠司 

『ポストカプセル』             折原 一 

『くわえ煙草とカレーライス』       片岡 義男              

『完全犯罪の死角』            香納 諒一  

『火影に咲く』               木内 昇 

『幸せな結婚』              小島 慶子       

『官邸襲撃』               高嶋 哲夫 

『真夜中の子供』              辻 仁成 

『道具箱はささやく』           長岡 弘樹    

〈その他〉０００～８９９  

『哲学者 190人の死にかたる』 サイモン クリッチリー 

『哲学レッスン』             河野 哲也 

『歴史の転換期（１）（２）』        木村 靖ニ 

『南北朝』               林屋 辰三郎 

『松永久秀と下剋上』           天野 忠幸 

『主権の二千年史』            正村 俊之 

『２０１７年地方公務員法改生』  地方公務員法研究会       

『いちばんわかりやすい最新介護保険 手続き 使い方【２０１８】』 伊藤 亜紀 

『親の介護には親のお金を使おう！』   太田 差恵子 

『いじめで死なせない』          岸田 雪子     

『保育をゆたかに絵本でコミュニケーション』村中 季衣          

『宮本常一を旅する』           木村 哲也 

『おしえてカラスさん』        おしえて編集室               

『病院の原因は汚血にある』         蔡 篤俊                 

『散歩の手帖』              青木 和子      

『かぎ針あみのエコたわしコレクション１２０』                 

『全１９６ヵ国おうちで作れる世界のレシピ』     本山 尚義 

『世界史を大きく動かした植物』      稲垣 栄洋            

『雑穀・精麦入門』            井上 直人      

『ギリシャ美術史入門』          中村 るい         

『まるごと鬼ごっこ』          鬼ごっこ協会       

『性の多様性ってなんだろう？』      渡辺 大輔      

『こうや豆腐＆粉豆腐幸せレシピ』     前本 勝利

『馬・車輪・言語 上 下』デイヴィッド Ｗ アンソニー                         

『１０代からのマネー図鑑』   マーカス ウィークス

『すぐやる、すぐできる人の実践ＰＤＣＡ』  日沖 健 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ヴェネツィアの歴史』           中平 希 

『いつも日本語で悩んでます』  朝日新聞校閲センター

『定年が楽しみになる！オヤジの地域デビュー』    清水 孝幸

『地図から消される街』          青木 美希

『ヒトは「いじめ」をやめられない』    中野 信子    

『漆芸の見かた』             小林 真理

『お殿様、外交官になる』         熊田 忠雄   

『「ドローン」がわかる本』         １０編集部    

『戦国日本と大航海時代』          平川 新

『警視庁監察係』              今井 良

『あの方を斬ったの・・・それがしです』 長谷川 ヨシテル

『ベトナムの基礎知識』          古田 元夫

『ぶくぶく自噴泉めぐり』          篠遠 泉

『タツノオトシゴ図鑑』        サラ ローリー

『ニッポン駄菓子工場』                     Beretta      

『脳の誕生』               大隅 典子         

『児童虐待から考える』           杉山 春  

〈児童書〉 

『人工機能と友だちになれる？』      新井 紀子

『こども自助論』              齊藤 孝  

『篤姫』                 後藤 ひろみ  

『中学生からの「知恵」どう考える？憲法改正（１）（２）（３）（４） 』   谷口 真由美

『天達のお天気１日へぇ～』        天達 武史

『やさしく解説地球温暖化（１）（２）（３）』    保坂 直紀    

『野菜からそだてるカレー』        真木 文絵 

『まなぶ』                長倉 洋海

『嘉納治五郎』               真田 久

『作文名人への道』            田中 定幸

『ポケットのなかのジェーン』    ルーマ ゴッデン

『ガムじいさん、あんたサイアクだよ！』  アンディ スタントン             

『帽子から電話です』            長田 弘

『えのないえほん』             斉藤 倫

〈絵本・紙芝居〉 

『おっぱいごりら』       聞かせ屋。けいたろう  

『地球を旅する水のはなし』        大西 健夫  

『ぜったいあけちゃダメ！』      アンディ リー  

『ひょうたんめん』            神沢 利子 

『おやすみなさいのおともだち』ハインツ ヤーニッシュ  

『ストライプ』         デヴィッド シャノン  

『うみべのこねこ』            宇野 克彦 

『たっちだいすき』     聞かせ屋。けいたろう  

『へそとり ごろべえ』          赤羽 末吉  

『ねことねずみ』           いもと ようこ  

『へんしんたんてい』        あきやま ただし

『ひよこのピケキヨ』     ジャニーン ブライアン   

『はなびのひ』            たしろ ちさと    

『だるまちゃんとキジムナちゃん』     加古 里子            

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新着  
紹介  

＜平成３０年１０月の予定＞ 

開館時間（本 館） 

平  日 ９：００～１８：００ 

土日祝日 ９：００～１７：００ 

（ 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://www.lib-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。 

10 月号 

学研の図鑑 DVD上映会 

２階視聴覚室 入場無料 
 

１０月７日（日）１４：００～１５：００ 

 

休館日の 

お知らせ 
（本館・分館） 

 毎週月曜日は、休館します。 

  ３日（水）は図書整理日のため、本館のみ休館します。 

  ９日（火）は振替休館のため、本館・分館とも休館します。 

 ２８日（日）は臨時休館のため、本館のみ休館します。 

 

『動物』 
いろんな動物たちの、自然で生き残るための戦う 

すがたをみてみよう 

映画上映「新・御宿かわせみ」「すべての美しい馬」１０：００～・１４：００～。 

 

１０月２８日（日）は 

長門市総合公園を会場として「第３４回いき

いきのびのびながとふるさとまつり」が開催

されるため、本館は臨時休館となります。 

 

10/17～10/21 

（ながとふるさとまつりのため） 

 



  

（通称：ＢＭです！） 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  
  

    

絵本を楽しむ会 
10 月 18 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 20 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２7 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】 

おまじない               西 加奈子 

脳を強化したければ、ラジオを聴きなさい    加藤 敏徳 

永田農法でかんたん、おいしい野菜づくり   

秋霜                   葉室 麟 

白ゆき姫殺人事件            湊 かなえ 

「ぐるブック号」 

 
●A コース【通・三隅方面】 

10月 4日(木)、18日（木） 

●B コース【湯本・俵山方面】 

10月 10日(水)、24日（水） 

●C コース【日置・油谷方面】 

10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 

運行中！ 

１０月の予定 

月の予定 

ひなの会 

10 月 5 日（金） 

午前１０時３０分～ 

2～3 歳児向けのおはなし会♪ 

 

おはなしの会 

10 月２7 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 6 日（土） 
午前１１時００分～ 
 10 月 20 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１６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 
１０月１３日（土） 

１０月２７日（土） 

午後３時３0 分～ 

ゆや分館の読み聞かせ おはなし会♪ 

 

 

おはなしの森 
 10 月 13 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２6 日（金） 

午前１０時３０分～ 

０～２歳児向けの おはなし会！ 

 

【 ア ニ メ 上 映 会 】  ２ 階 視 聴 覚 室  入 場 無 料
会  

上       会

    

映    

【児童書】 

すごいね！みんなの通学路   ローズマリー マカーニ  

きみ、なにがすき？         はせがわ さとみ                  

うわさの怪談恐怖の学校 SpeciaI  

１日でできる自由研究 改訂版     ＭＰＣ編集部編                             

かいけつゾロリのきょうふのカーレース   原 ゆたか    

スイーツ駅伝              二宮 由紀子     

＊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。 

・ア ニ  メ 

上映場所   図書館２階 視聴覚室 

上映期間   １０月１７日（水）～１０月２１日（日） 

日（日） 

★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。 
8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) 

 

①『新・御宿かわせみ』 

      』 ②『すべての美しい馬』 

 １０月６日（土） 
午後１時３０分から 

（上映時間７３分） 

『明智小五郎シリーズ』 
  

 

『ミッキーマウス』 

 

 
 １０月２７日（土） 
 午後１時３０分から 

（上映時間６２分） 

 

入場 
無料 

上映時間 ８３分  

上映時間１１７分 音声：英語 字幕：日本語 

17（水） 18（木） 19（金） 20（土） 21（日）
① 10：00- 14：00- 10：00- 14：00- 10：00-

② 14：00- 10：00- 14：00- 10：00- 14：00-

☆古本回収にご協力ください！☆ 

１１月３日（土）文化の日に「第１４回図書館まつり」

主催：図書館まつり実行委員会 を開催します。 

今年も、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

ちください。 

回収期間：１０月７日（日）まで 

注意事項：以下の点をご確認・ご了承ください！ 

①回収期間外の持込みは整理上、お断りさせて頂きます。 

②百科事典はお受けできません。 

 ＊誤って持参された場合は、お持ち帰り頂きますので、ご注意下さい。 

③図書館まで、ご本人がお持ち下さい。 
 ＊回収に伺うことはできませんので、ご了承下さい。 

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。 

平成１０年１０月１日に長門市立図書館新館が開館し

て今年で２０周年を迎えました。 

そこで、本との出会いを楽しんで頂くため、１０月は 

本館の図書（雑誌含）の貸出冊数を２０冊までとします。

（在住・在勤者のみ対象。視聴覚資料は対象外。） 

期間限定企画です。ぜひ、読書の秋をお楽しみください。 

 

祝！新館開館２０周年！ 

    ●古本整理スタッフ募集● 

 

 
 
 
 

新館開館２０周年企画「お手製ブックカバー」の展示・配布 

図書館に職場体験学習で来られた中・高校生の皆さんに思い思い

のブックカバーを作成して頂きました。 

生徒さんの思いの込められた作品をご覧ください。 

尚、こちらの作品は各２０枚ずつ配布します。 

展示・配布期間：１０月４日（木）～１１月６日（火） 

展示・配布場所：図書館閲覧コーナー 

            

期 間：１０月２日（火）～１０月３１日（水） 

最大貸出冊数：２０冊 

対 象 資 料：本館で貸出をする図書・雑誌のみ 
対  象  者：長門市に在住・在勤する人 

（なくなり次第終了します） 

業務内容：古本市用の本の整理 

期 間：１０月１０日（水）～２４日（水） 

＊ご協力頂ける方はカウンターでお声かけくださ 

 い。（事前申込不要） 

〔注意〕謝礼等はありません。 

（開館時間中の都合のつく時間） 

図書館まつりの古本市開催にあたり、本の整理

をしてくださるスタッフを募集します。 

明治維新 
150 年 
記念連載 

長門発！幕末維新  ≪第３３回≫ 政之助の維新 

  明治になってある人が、維新前後の英傑を伝え残したいと思い勝海舟に問うと、海舟はすぐに次のように答えま 

 した。 

「維新前後の英傑を伝せんとや、好し、さらば先ず長州第一の英傑たる周布政之助を伝すべし」 

※口語訳（もしも維新前後の英傑を伝え残すならば、まずは長州第一の英傑である周布政之助を伝え残しなさい。） 

また、木戸孝允は、たびたび人に次のように語りました。 

「先輩周布政之助今もし在らば明治の政府何人も之に如く者なからん、 

西郷といえども大久保といえども蓋し口は利けざるべし」 

※口語訳（周布政之助先輩が今も生きていれば、明治政府のだれもこの人にかなう人はいないだろう。西郷隆盛とい

えども大久保利通といえ、反論することはできなかっただろう。）     （少年読本 周布政之助より） 

木戸が政之助を尊敬する先輩として考えていたからこその賛辞といえます。 

維新史の中で周布政之助がもう少し生きていたならば、社会を築く道を差し示したでしょうか。 

  明治二十四年（１８９１年）朝廷は政之助の功績を追賞して正四位を贈りました。 

参考文献 『維新の英傑 周布政之助小伝 大谷喜信』 『明治維新と大歳 大歳明治維新１５０年記念事業実行委員会』 

周
布 

政
之
助 


