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「E高生の奇妙な日常」

田丸 雅智 著  角川春樹事務所

「明るい夜に出かけて」

佐藤 多佳子 著  新潮社

「白衣の嘘」

長岡 弘樹 著　KADOKAWA

「朝が来るまでそばにいる」

彩瀬 まる 著  新潮社

「遠い唇」

北村 薫 著　KADOKAWA

「蜂蜜と遠雷」

恩田 陸 著　幻冬舎　

「きまぐれ星からの伝言」

星 新一 著　徳間書店

「オライオン飛行」

高樹 のぶ子 著　講談社

「洗礼ダイアリー」

文月 悠光 著　ポプラ社

「あなたのための誘拐」

知念 実希人 著　祥伝社

「下北沢について」

吉本 ばなな 著　幻冬舎

「人間の煩悩」

 佐藤 愛子 著　幻冬舎

「最悪な将軍」

朝井　まかて 著　集英社

「手のひらの京（みやこ）」

綿矢 りさ 著　新潮社

「おんなの城」

安部 龍太郎 著　文藝春秋

「黒い紙」

堂場 瞬一 著　KADOKAWA

「なんでわざわざ中年体育」

角田 光代 著　文藝春秋　

「秋萩の散る」

澤田 瞳子 著　徳間書店

広島カープ、真田幸村、フランスの文豪スタンダールの小説

「赤と黒」、トマトやトウガラシのレシピ集・・・

「赤」にまつわる本をいろいろとそろえました。　

　

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

 

 企画展示　RED

　

 こども企画展示「いぬとねこ」

　みんなの好きなイヌとネコの絵本やよみものを集めてみました。

　イヌ好きのひともネコ好きのひともよんでみてね！！

　

　

　

日時：平成２８年１１月１９日（土）10:00～

　

 第１３回山口市立中央図書館まつり

 

 女優緒川たまきさんのおすすめ本紹介

　　

　中央図書館では、１０月２２日（土）にNHK山口放送局との

連携企画として、女優の緒川たまきさんを招いて、山口発地域ド

ラマ「朗読屋」関連イベント「中也を読む」を開催しました。

　その中で、好きな本や読書についても話を伺いましたので、

「緒川たまきさんのおすすめ本」として、館内にパネル展示を行います。

　展示期間：平成２８年１１月５日（土）～１１月３０日（水）まで

　

　

11月カレンダー

※3日（木）、23日（水）は祝日開館します

 

展示期間：平成28年10月28日（金）～11月23日（水）

　

　

展示期間：平成28年10月28日（金）～11月23日（水）

　

　

　

■講演会「薩長同盟と四境戦争」（場所：スタジオA）

・時間　１３：３０～１５：３０

・講師　松前了嗣氏（山口市・郷土史家）

　　　　松尾千歳氏（鹿児島市・尚古集成館副館長）　

・定員　４００名（申込不要・当日先着順）

■ブックリサイクル（場所：ホワイエ）

・時間　１０：００～１４：００

■おはなしひろば （場所：おはなしのへや）
・時間　１０：３０～／１３：００～／１５：００～

■点字体験 （場所：ワークスペース前）
・時間　１０：００～１４：３０
・自分の名刺をつくってみよう

■対面読書体験 （場所：朗読サービス室）
・時間　１０：００～１４：３０
・子ども向けクイズもあります

■ぶっくんに乗ってみよう
・時間　１０：００～１５：００

■こどもスタンプラリー
・台紙配布時間　１２：００～１４：００

　

　



11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） 2日、16日、30日 ②コース（木曜日） 3日、17日 ③コース（金曜日） 4日、18日

④コース（水曜日） 9日、23日 ⑥コース（金曜日） 11日、25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） 11日、25日 ②コース（水曜日） 2日、16日、30日

③コース（金曜日） 4日、18日 ④コース（水曜日） 9日、23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） 10日、24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）
　　　　　※11月2日（水）はお休みします

○おはなし会
　日時：1１月６日（日）10:30～       

　　※次回は、12月4日（日）10:30～の予定です。

　　　   　　　　　

場所：おはなしのへや

11月３日

11月5日

11月6日

11月7日

11月9日

11月12日

11月13日

11月14日

11月16日

11月19日

11月20日

11月21日

11月23日

11月26日

11月27日

11月28日

11月30日

木

土

日

月

水

土

日

月

水

土

日

月

水

土

日

月

水

15:00～15:30

10:30～12:00

10:30～10:50

11:00～11:45

14:00～14:45

15:00～15:20

11:00～11:40

11:00～11:40

14:00～14:45

15:00～15:20

10:00～16:00

11:00～11:40

14:00～14:50

15:00～15:20

11:00～11:45

11:00～11:45

14:00～15:00

15:00～15:20

月　日　 曜日　　 時     間　　　　　             　　　　 行　事　内　容                            　　    場　所

       おはなしひろば

大濱徹也氏講演会「歴史を読み解く場」

　　おはなし会

上映会「アルプス物語　わたしのアンネット 」後編 

上映会「歴史秘話ヒストリア幕末編」新選組

　　 ぴよぴよおはなし会

上映会「素敵で小さなお話　１」

上映会「素敵で小さなお話　２」

上映会「歴史秘話ヒストリア幕末編」勝海舟

　　 ぴよぴよおはなし会

第13回山口市立中央図書館まつり

上映会「素敵で小さなお話　３」

上映会「スポーツドキュメント　江夏の21球」

　　 ぴよぴよおはなし会

上映会「小公女セーラ」前編 

上映会「小公女セーラ」後編

上映会「司馬遼太郎と城を歩く　３」松山城　ほか

　　 ぴよぴよおはなし会

おはなしのへや

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

各所

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

　 

　

　

○白石・大殿地区　場所：山口市保健センター

　11月７日（月）１４：００～１５：３０

〇湯田地区　場所：山口市保健センター

　11月14日（月）１４：００～１５：３０

〇宮野地区　場所：宮野地域交流センター

　　11月18日（金）１４：００～１６：００　　

　   　　　　　

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。


