
9月に図書館に入った新着図書です。なお最新版はホームページの「新着資料検索」および館内
の新刊コーナーに置いている「新着資料一覧」をご覧ください。
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■ご意見・ご要望をお寄せください。
〒753-0075　山口市中園町7番7号　
山口市立中央図書館　

TEL：083-901-1040　
FAX：083-901-1144　
Ｅメール：info@lib-yama.jp   
URL：http://www.lib-yama.jp

「７デイズ」

五十嵐 貴久 著  PHP研究所

「ヒワマン日和」

吉永 南央 著  光文社

「女子的生活」

坂木 司 著　新潮社

「日蝕えつきる」

花村 萬月 著  集英社

「危険なビーナス」

東野 圭吾 著　講談社

「40歳の言いわけ」

斉木 香津 著　双葉社　

「みかづき」

森 絵都 著　集英社

「蜜と唾」

盛田 隆二 著　光文社

「光炎の人」上・下

 木内 昇 著　KADOKAWA

「きまぐれ食堂」

有間 カオル 著　東京創元社

「失踪.com」

原田 ひ香 著　集英社

「九十三歳の関ケ原」

 近衛 龍春 著　新潮社

「スペース金融道」

宮内 悠介 著　河出書房新社

「よっつ屋根の下」

大崎 梢 著　光文社

「エスカルゴ兄弟」

津原 泰水 著　KADOKAWA

「情炎の女薬子」

伊藤 祥二郎 著　海鳥社

「少年聖女」

鹿島田 真希 著　河出書房新社　

「ベルサイユの秘密」

鯨 統一郎 著　光文社

　

　

■開館時間
平日／10:00～19:00　　
土日祝日／10:00～17:00

 

　　

　

※10日（月）は祝日開館します

 こども企画展示「旅に出よう」

　秋は旅行の季節。実際に旅行に行かなく

ても、絵本を通して世界中を旅行をしたり、物語

の世界へ旅したり・・・読書の秋を「旅」

をテーマにお楽しみください。

  　展示期間：平成28年9月24日（土）

　  　　　　　　　　～10月22日（木）

　

　

　

　９月３日（土）に「わかったさんのおかしシリーズ」、「かいぞ
くポケットシリーズ」などの挿絵や、最近では絵本作家としても活
躍しておられる永井郁子さんを招いて、読み聞かせライブと絵本づ
くりワークショップを行いました。

 「わかったさんのドーナツ」の読み
聞かせライブでは、スクリーンには
大きく永井さんの絵が映し出され、
また物語にあわせた音楽もあって、
参加者の方にはわかったさんのメ
ルヘンの世界を存分に味わっていた
だきました。
　
　絵本づくりワークショップ」では、子どもたちに２グループに
別れてもらい、眠れる森の美女の１５の場面に合わせた絵を、
１人１枚ずつ画用紙に描いてもらいました。
　できあがった作品は、最後にグループ別に物語の順番にそって
発表してもらいました。

　長時間にわたる長時間のワークシ
ョップでしたが、絵本作家の永井さ
んから、直接指導を受けながら絵を
描くという貴重な体験ができ、みな
さん満足された様子でした。

 
 

　　

 

ブックスタートボランティア養成講座の
参加者を募集します

　　
　赤ちゃんと絵本の出会いをお

手伝いする「ブックスタート体

験会」のボランティアスタッフ

を募集します。多くの方のご参

加をお待ちしています。

  　内容：原田洋子氏（すこやか秋穂っこプロジェクト代表）による
  　　　  講演「子どもの育ちと絵本」＋ブックスタートの説明　　
  　日時：平成28年10月24日（月）14:00～16:00　　　
  　場所：山口情報芸術センター2階多目的室
  　申込：来館か電話、ＦＡＸ、Ｅメールで中央図書館まで
  　　　　※〒住所、氏名、電話番号を明記ください
  　申込期限：平成28年10月7日（金）
  　対象：山口地域在住の方　　定員：30名程度（先着順）　
　

　

10月カレンダー

永井郁子さん 読み聞かせライブ＆絵本づくり
ワークショップを開催しました

読み聞かせライブの様子　

　

　

ワークショップの様子　

　

　



10月の行事予定

　　　  

  9：30～10：00　宮野上(大和保男氏宅前)

10：40～11：10　ほほえみの郷ﾄｲﾄｲ（阿東地福）　

13：00～13：40　宮野高齢者生きがいｾﾝﾀｰ　　

14：10～14：50   仁保地域交流ｾﾝﾀｰ

15：20～16：00　仁保下郷深野(有限会社
　　　　　　　　　　　　須子測地開発前)　　

移動図書館「ぶっくん」の運行日

  9：50～10：30　大海総合ｾﾝﾀｰ

10：50～11：30　秋楽園

13：10～13：50　大海小学校　　　

14：30～15：10   小鯖地域交流ｾﾝﾀｰ

15：30～16：10　小京都ﾆｭｰﾀｳﾝ集会所

  9：45～10：25　山口県立育成学校　

13：05～13：45　二島小学校　　　

14：10～14：50   鋳銭司地域交流ｾﾝﾀｰ

15：10～15：50　陶地域交流ｾﾝﾀｰ

10：00～10：40　鋳銭司小学校　

13：00～13：40　井関小学校　　　

14：20～15：00   山口ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

15：20～16：00　平川地域交流ｾﾝﾀｰ

10：00～10：40　佐山小学校　

13：00～13：40　上郷小学校　　　

14：10～14：50   嘉川地域交流ｾﾝﾀｰ

15：20～16：00　吉敷地域交流ｾﾝﾀｰ

  9：50～10：30　佐山ふれあい館　

13：10～13：50　興進小学校　　　

14：10～14：50   名田島いきいきやかた

15：20～16：00　大歳地域交流ｾﾝﾀｰ

①コース（水曜日） 5日、19日 ②コース（木曜日） 6日、20日 ③コース（金曜日） 7日、21日

④コース（水曜日） 12日、26日 ⑥コース（金曜日） 14日、28日

入場無料

おはなし会

土・日曜日の上映会はこども向け、月曜日は大人向けです。

①コース（金曜日） 14日、28日 ②コース（水曜日） 5日、19日

③コース（金曜日） 7日、21日 ④コース（水曜日） 12日、26日

10：10～10：50　徳地地域交流ｾﾝﾀｰ　串分館（徳地）

13：00～13：40　あさぎりの館（徳地上村）

14：20～15：00　石風呂駐車場（徳地岸見）

  9：40～10：10　阿東地域交流ｾﾝﾀｰ　篠生分館

10：40～11：10　阿東地域交流ｾﾝﾀｰ　生雲分館

13：20～13：50　阿東地域交流ｾﾝﾀｰ　嘉年分館

14：30～15：00　元粟屋医院駐車場（阿東三谷）

10：20～11：00　柚野木小学校

13：00～13：40　さくら小学校（阿東地福）

14：20～15：00　阿東老人ホーム（阿東生雲）

10：00～10：40　大内地域交流ｾﾝﾀｰ

13：00～13：40　八坂小学校

14：20～15：00　徳地地域交流ｾﾝﾀｰ　島地分館

北ルート

 南ルート

  「ぶっくん」に乗っている

司書が、本に関する相談に

お応えします。

どうぞお立ち寄りください。

⑤コース（金曜日） 13日、27日

 ～赤ちゃんと絵本を楽しむ～ 

　　 ブックスタート体験会
○ぴよぴよおはなし会

　対象：乳幼児　

　日時：毎週水曜日15:00～（20分程度）

○おはなし会
　日時：10月2日（日）10:30～       

　　※次回は、11月6日（日）10:30～の予定です。

　　　   　　　　　

場所：おはなしのへや

10月1日

10月2日

10月3日

10月5日

10月8日

10月9日

10月12日

10月15日

10月16日

10月17日

10月19日

10月23日

10月24日

10月26日

10月31日

土

日

月

水

土

日

水

土

日

月

水

日

月

水

月

11:00～11:50

13:00～15:30

10:30～10:50

11:00～11:50

14:00～15:35

15:00～15:20

11:00～11:25

11:00～11:30

15:00～15:20

11:00～11:45

11:00～11:45

14:00～15:35

15:00～15:20

11:00～11:45

14:00～16:15

15:00～15:20

14:00～15:10

月　日　 曜日　　 時     間　　　　　             　　　　 行　事　内　容                            　　    場　所

上映会「まんが世界昔ばなし15」 長ぐつをはいたねこ ほか

やまぐち歴史講座 図書館薩長同盟　「薩長同盟と四境戦争」

　　おはなし会

上映会「まんが世界昔ばなし16 」ヘンゼルとグレーテル ほか 

上映会「女狙撃兵マリュートカ」監督：グリゴーリー・チュフライ

　　　ぴよぴよおはなし会

上映会「なかよしアントン」

上映会「せなけいこ おばけビデオ」

       ぴよぴよおはなし会

上映会「牧場の少女カトリ」 前編

上映会「牧場の少女カトリ」 後編

上映会「そして人生はつづく」監督：アッバス・キアロスタミ

       ぴよぴよおはなし会

上映会「アルプス物語　わたしのアンネット」前編

上映会「歌劇　椿姫」 主演：アンジェラ・ゲオルギュー

　　　ぴよぴよおはなし会

上映会「坂本龍馬の生涯」ナレーション：上川達也

スタジオC

スタジオA

おはなしのへや

スタジオC

スタジオＣ

おはなしのへや

スタジオC

スタジオC

おはなしのへや

スタジオC

スタジオC

スタジオC

おはなしのへや

スタジオC

スタジオC

おはなしのへや

スタジオC

　
　ブックスタートとは、絵本を通して親子のコミュニケーションのきっかけ

をつくる活動です。対象者には事前に開催通知を送りますので、会場にご持参ください。

開催日に都合で出席できなかった方には、次にお住まいの地域で開催されるときに、再度

ご案内を差し上げます。また、別の地域の開催日に参加することもできますので、中央図

書館にお問い合わせください。

 


