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〈文学・小説〉９００～９９９        

『ＤＲＹ』                原田 ひ香 

『名もなき星の哀歌』          結城 真一郎 

『森見登美彦リクエスト！美女と竹林のアンソロジー』 

                   阿川 せんり                            

『宮内悠介リクエスト！博奕のアンソロジー』 冲方 丁            

『昭和からの遺言』            鈴木 健二          

『つくもがみ笑います』           畠中 恵 

『神の島のこどもたち』          中脇 初枝                                                     

『次の人、どうぞ！』           酒井 順子                

『夢も見ずに眠った』           絲山 秋子 

『それでも空は青い』            荻原 浩  

『スイート・マイホーム』         神津 凜子 

『伊丹十三選集 １・２・３』       伊丹 十三 

『ニムロッド』              上田 岳弘 

『指揮権発動』              笹本 稜平 

『１Ｒ（ラウンド）１分３４分』      町屋 良平 

『雨あがり月霞む夜』           西條 奈加 

『ばけばけ』               那須 正幹 

『会社を綴る人』             朱野 帰子 

『「ニルスのふしぎな旅」と日本人』    村山 朝子 

『ムーミン谷のすべて』     フィリップ アーダー 

『用心棒』          デイヴィッド ゴードン 

『カッコーの歌』      フランシス ハーディング 

〈その他〉０００～８９９    

『公喞会議』                美川 圭 

『これでうまくいく！自治体の住民説明会のすすめ方』 

                    秋田 将人 

『コンロ１つで自炊Ｌｅｓｓｏｎ』    金丸 絵里加 

『人生は理不尽』            佐々木 常夫 

『農作物を守る鳥獣害対策』        江口 祐輔 

『教養の中国史』             津田 資久 

『知って得する！おうちの数学』      松川 文弥 

『かなり役立つ！古文単語キャラ図鑑』   岡本 梨奈                                                                      

『学びを結果に変えるアウトプット大会』  樺沢 紫苑 

『税金ゼロの資産運用革命』        田村 正之 

『イマドキ家族のリアルと未来』       あすわか 

『夫の死後、お墓・義父母の問題をスッキリさせる本』 

                    大崎 美生                                                   

『自己肯定感がドーンと下がったとき読む本』 古宮 昇         

『親子でかんたんスクラッチプログラミングの図鑑』 

                   松下 孝太郎 

『よくわかる最新量子コンピューターの基本と仕組み』          

長橋 賢吾 

『図解眠れなくなるほど面白い数学の定理』小宮山 博仁                       

『寄付をしてみよう、と思ったら読む本』   渋澤 健 

『スポーツで働く』             谷 隆一            

『官房長官官義偉の陰謀』          佐高 信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『創られた明治、作られる明治』     日本史研究会 

『ベートヴェン捏造』         かげはら 史帆 

『還暦着物日記』             郡 ようこ                  

『問答無用』              櫻井 よしこ 

『漁師になるには』             大浦 佳代 

『論文の教室』                        戸田山 和久 

『すりながしのレシピ』           長島 博 

『病気・害虫の出方と農薬選び       米山 伸吾                 

『知識ゼロからの天皇の日本史』      山本 博文                     

『パッと見てわかる！消費税の軽減税率Ｑ＆Ａ』 

                     佐々木 宏                                    

『文藝春秋オピニオン２０１９年の論点１００』             

『「死」とは何か？』        シェリー ケーガン 

『ラーメンの歴史学』       バラク クシュナー                                                                                    

〈児童書〉 

『ゆきのひのだんまりうさぎ』       安房 直子 

『だれの手がた？足がた？』        小宮 輝之 

『ルイジンニョ少年』         かどの えいこ 

『レオたいせつなゆうき』        村上 しいこ 

『ひなにんぎょうができるまで』  

『羽生善治』               三条 和都          

『にぎっておいしいきほんのおにぎり』  寺西 恵里子  

『少女は森からやってきた』        小手鞠 るい  

『ずるいいきもの図鑑』          今泉 忠明            

『大迫力！世界の天使と悪魔大百科』     山北 篤                  

『メシが食える大人になる！よのなかルートブック』 

                     高濱 正伸      

『こどものための防災教室』       今泉 マユ子           

『生命と細胞』              宮澤 七郎       

『つらら』                細島 雅代             

『ようこそ！葉っぱ科学館』       多田 多恵子 

『ライチョウを絶滅から救え』       国松 俊英                                                     

『ことばハンター』            飯間 浩明 

『カンガルーがんばる！』         佐川 芳枝 

『よわむしトトといのち石』       如月 かずさ

〈絵本・紙芝居〉 

『いただきますレストラン』      ひだの かな代     

『でんしゃからバイバーイ』      いしづ ちひろ 

『はいたっち』          からさわ ようすけ 

『おおかみのこがはしってきて』      寮 美千子      

『あるひありのアントニオくん』     石津 ちひろ 

『どうぶつのＡＢＣえほん』        安江 リエ 

『できるかな？しーしーおしっこ』   いもと ようこ

『いろいろくにのいろいろさん』   かわにし よしと 

『どんぶりん』              新井 洋行 

『えらいこっちゃのいちねんせい』    かさい まり 

『王さまと王さま』          リンダ ハーン   

         

 

                            

 

 

 

 

 

 

                                     

 

新着  
紹介  

＜令和元年５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) ３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 

５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。 

 

 

学研の図鑑ＤＶＤ上映会 

５月５日（日） 

１４：００～１４：５０ 

２階 視聴覚室 入場無料 

人気の「乗りもの」が大集合！ 

 

「乗りもの」 

 

 ●5 月１２日（日）ドキュメンタリー映画「石井桃子の挑戦」（全３編）上映会時間変更のお知らせ● 

① ９：３０～１０：１０ 

②１０：１５～１１：０５ 

③１１：１０～１２：００ 

 

ご確認のうえ、お越しください。 

● 毎月月曜日は、休館します。 

● １日（水）は天皇即位の日のため、本館、分館ともに休館します。 

● ２日（木）は国民の休日のため、本館、分館ともに休館します。 

● ３日（金）は憲法記念の日のため、本館のみ休館します。 

● ７日（火）は図書整理日のため、本館、分館ともに休館します。 

 

休館のお知らせ【本館・分館】 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

休館日 休館日 休館日 ★祝日開館★

（祝日：天皇即位の日） （祝日：国民の休日） （祝日：憲法記念の日）

5 6 7 8 9 10 11

★祝日開館★ 休館日 休館日 ＢＭ：Ａコース おはなしの森

　
ナイトライブラリー （図書整理日） おもちゃの森

12 13 14 15 16 17 18

休館日 ＢＭ：Ｂコース 絵本を楽しむ会 ＢＭ：Ｃコース
かみしばいの会

19 20 21 22 23 24 25

休館日 ＢＭ：Ａコース たまごの会

アニメ上映会

26 27 28 29 30 31
休館日 ＢＭ：Ｂコース ＢＭ：Ｃコース

おはなしの会

長門読書会

くずし字講座

アニメ上映会

さっちゃんのかみしばい

くずし字講座

映画上映会「アバター」10：00～・14：００

５/1５～５/１９

（みどりの日）

かみしばいの会

図鑑DVD上映会 白露木曜会

おはなしぼっこ

サポートボランティア

定例会

ドキュメンタリー映画

上映会

くじら塾

（こどもの日）



  

（通称：ＢＭです！） 

 

 

 

 

 

    

  

  

  
  

    

絵本を楽しむ会 
５月１６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！ 

さっちゃんのかみしばい 
５月１８日（土） 

午前１１時 00分～ 

さっちゃんがまってるよ♪ 

 

長門読書会 
５月２５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】 

花折                  花村 萬月                    

本好きの下剋上 第４部（５）      香月 美夜 

ＴＡＳ特別師弟捜査員          中山 七里 

昨日がなければ明日もない       宮部 みゆき                       

あなたの愛人の名前は          島本 理生          

ゆや分館 ゆや分館 

運行中！ 

５月の予定 

月の予定 

おもちゃの森 

５月 ９日（木） 

午前１０時３０分～ 

何歳のお子さんでも OK♪ 

 

おはなしの会 

５月２５日（土） 

午後３時 00分～ 

 楽しいおはなしの世界へようこそ！ 

かみしばいの会 
  ５月 ４日（土） 

  午前１１時００分～ 
   ５月１８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 
  ５月２１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 
５月１１日（土） 
５月２５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 
 ５月１１（土） 

 午後３時００分～ 

絵本や紙芝居の読み聞かせ♪ 

 

 たまごの会 

５月２４日（金） 

午前１0時３０分～ 

０～２歳児向けのおはなし会！ 

 

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  

【児童書】 

らくだい記者と白雪のドレス      あんびる やすこ 

おじいちゃんの大脱走    デイヴィッド ウォリアムズ  

おばけのソッチとぞびぞびキャンディー    角野 栄子                

しばわんこと楽しく学ぼう和のせいかつ    川浦 良枝                                                     

オリンピックのおばけずかん          斉藤 洋 

＊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。

＊お知らせしたタイトルと変更になる場合があります。 

  映 画      上       会

    

映    ・ア ニ  メ 

上映場所   図書館２階 視聴覚室 

上映期間   ５月１５日（水）～５月１９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。 
３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） 

月に人気があった本を紹介します(一部) 

 

『 ア バ タ ー 』 

      』 

 ５月４日（土） 
 午後１時３０分から 

（上映時間 49分） 

 

入場 
無料 

上映時間 １６２分 音声：英語 字幕：日本

語 

５月25 日（土） 
午後 1時３０分から 

（上映時間 90分） 

 

「ぐるブック号」 

 
●Aコース【通・三隅方面】 

５月 9日(木)、２３日(木) 

●B コース【湯本・俵山方面】 

５月 1５日(水)、2９日(水) 

●C コース【日置・油谷方面】 

５月１７日(金)、３１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  

 

「風立ちぬ・ 

    春琴抄」 
「ロミオの青い空」 

１5（水） 16（木） 17（金） 18（土） 19（日）
×　　　　　　　　　１０：００～

　　　　　　　　　１４：００～

新企画！“ぷら読
ど く

”が始まります。 

玄関前広場にハンモックやイスを並べます。くつろぎながら外での本との時間をお楽しみください。 

日時 ５月４日（土）/５日（日） １０：００～１６：００ 

同時開催！ＧＷスペシャルおはなし会 

日時 ５月４日（土）/５日（日）①１０：００～１０：３０ ②１５：００～１５：３０ 

【父の日おはなし会】開催のため、男性の読み手を募集します！ 

６月１６日（日）午後３時から「父の日おはなし会」を開催します。 

このおはなし会で絵本を読んでくださる男性の読み手を募集します。 

“イクメン”“イクジイ”の皆さんはもちろん、絵本の読み聞かせに興味があるという男性の

方々、ぜひこの機会に読み聞かせに挑戦してはいかがでしょうか？ 

 

「明日は明日の風が吹く」ミッチェルの「風と共に去りぬ」の最後の一文で、亡き祖母の座右の 

 銘だった。私は、転校生。転校して間もない頃、前の学校のことばかり考えていた。そして、

誰にも心を開けなくなり、友達というものをつくれなかった。そんなとき、生前に祖母から聞い

た「風と共に去りぬ」の話を思い出した。この物語は、とても美しいけどわがままで計算高い主

人公、スカーレット・オハラが様々な困難を乗り越え、最後に本当の正しい生き方を見つける話

だ。スカーレットは、何があっても力強く毎日を生きていた。 

 私は、スカーレットを尊敬し、この言葉には「何があっても、明日は必ず来てなんとかなるよ」

というメッセージが込められていると感じた。この言葉を教えてくれた祖母は、この言葉のとて

も似あう前向きな人だった。新年度になり、新しい環境に不安もある。だけど、「明日は明日の

風が吹く」を胸にスカーレットのように力強く生きていこう。 

エ

ッ

セ

イ 

【ペンネーム 叶（かな）  女性 １３歳】 

≪ 不 安 な と き 、 思 い 出 し て ほ し い 言 葉 ≫   

募集人数：３名程度 

募集期間：５月１４日（火）～５月３１日（金） 

＊顔合わせ、おはなし会プログラム作成等のため、事前に一度お集まりいただきます。 

ぷら読とは・・・「広場の意味のプラザとぷらっと立ちよって本を楽しんで」という意味の造語です。 

＊但し、天候不良の場合は中止します。 

くずし字講座 
5月 ４日（土） 

5月２５日（土） 

午前１０時００分～ 
江戸の古文書、文芸をくずし字で読みます 

 


