
11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。新着図書
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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   
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「優しい街」

新野 剛志 著  双葉社

「この青い空で君をつつもう」

瀬名 秀明 著  双葉社

「ヴィジョンズ」

宮部 みゆき 著　講談社

「五つ星をつけてよ」

奥田 亜希子 著  新潮社

「賤ケ岳の鬼」

吉川 永青 著　中央公論新社

「コクーン」

葉真中 顕 著　光文社　

「脇坂副署長の長い一日」

真保 裕一 著　集英社

「人は皆、土に還る」

曽野 綾子 著　祥伝社

「狂うひと」

梯 久美子 著　新潮社

「一〇一教室」

似鳥 鶏 著　河出書房新社

「黒い巨塔」

瀬木 比呂志 著　講談社

「きみの言い訳は最高の芸術」

 最果 タヒ 著　河出書房新社

「リーチ先生」

原田 マハ 著　集英社

「慈雨」

柚月 裕子 著　集英社

「メビウス1974」

堂場 瞬一 著　河出書房新社

「恋のゴンドラ」

東野圭吾 著　実業之日本社

「校閲ガール　トルネード」

宮木 あや子 著　KADOKAWA　

「17歳のうた」

坂井 希久子 著　文藝春秋

　こどもコーナーの企画展示は、楽しいクリスマスの本がいっ

ぱいです。もみの木、ケーキ、サンタクロース、トナカイ、

おくりものなどを題材にした絵本や物語、ちょっと物知りに

なれる知識の本など、ぜひ読んでみてください。

展示期間：平成28年11月25日（金）～12月25日（日）　

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

 

 こども企画展示　クリスマス

　

 サンタさんへのお手紙を書いてみませんか?

こどもカウンターに星のかたちのかみとペンを準備しています。

サンタさんへのお手紙を書いたら、ツリーに貼ってね。　

　

　

　

 「ばばばあちゃんのクリスマスかざり」を
   作って図書館をデコろう！！

 

 企画展示　CHRISTMAS

　　　毎年１２月には「１２月、山口市はクリスマス市になる。」

として、市内各地でクリスマスイベントが行われます。

　そこで今回の展示では、中央図書館が所蔵する資料から「日本

のクリスマスは山口から」にちなむ記述がある図書や、クリスマ

スを楽しむための図書を集めました。

　

　

日時：平成２８年１２月２３日（祝・金）

〇第１部（作品づくり）　１４：００～１５：００

　対象：ばばばあちゃんの絵本が好きな方

　場所：山口情報芸術センター多目的室

　定員：３０名

　申込方法：先着順です。電話･メールで中央図書館まで

　　　　　　お申込ください。

　その他：カッター、はさみを使います。小学３年生以下は、

　　　　　大人の方と一緒に申し込みください。

〇第２部（作品展示）　１７：３０～１８：３０

　※どなたでも自由にご鑑賞ください。事前申込は不要です。

　（１７：３０に図書館入口に集合）

　

　

※23日（金）は祝日開館します

12月カレンダー

 おはなしひろば　クリスマススペシャル 

クリスマスの絵本、紙芝居、大型絵本のよみきかせなど

クリスマスプレゼントもあるかもよ！！

かわいいサンタもやってきます　

平成２８年１２月１０日（土）１５：００～１５：３０ 　

　展示期間：平成28年11月25日（金）～12月28日（水）

期間：平成２８年１２月２５日（日）まで 　

 中央図書館のクリスマス



12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） 14日 ②コース（木曜日） 1日、15日 ③コース（金曜日） 2日、16日

④コース（水曜日） 7日、21日 ⑥コース（金曜日） 9日、23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） 9日、23日 ②コース（水曜日） 14日

③コース（金曜日） 2日、16日 ④コース（水曜日） 7日、21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） 8日、22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：12月4日（日）10:30～       

　　※次回は、1月8日（日）の予定です。

　　　   　　　　　

場所：おはなしのへや

12月3日
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12月7日
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12月11日

12月12日

12月14日

12月19日

12月21日
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12月24日
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12月26日

12月28日

土
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水

土

日

月

水

月

水

祝

土

日
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11:00～11:45

10:30～10:50

11:00～11:45

14:00～15:00

15:00～15:20

11:00～11:50

15:00～15:30

11:00～11:30

14:00～15:45

15:00～15:20

14:00～15:00

15:00～15:20

14:00～18:30

11:00～11:30

11:00～11:30

14:00～15:00

15:00～15:20

月　日　 曜日　　 時     間　　　　　             　　　　 行　事　内　容                            　　    場　所

上映会「愛の若草物語」前編

　　おはなし会

上映会「愛の若草物語」後編 

上映会「映像100年史日本の記録」11 敗戦・廃墟からの出発

　　 ぴよぴよおはなし会

上映会「まんが世界昔ばなし」17  ブレーメンの音楽隊　ほか

おはなしひろばクリスマススペシャル

上映会「ダヤンのふしぎなぼうけん」ヨールカの白いお客さん

上映会「冬の猿」監督：アンリ・ヴェルヌイユ

　　 ぴよぴよおはなし会

上映会「司馬遼太郎と城を歩く 4」上田城 ほか

       ぴよぴよおはなし会

「ばばばあちゃんのクリスマスかざり」を作って、図書館をデコろう！！ 

上映会「ころわんのおはなし」クリスマスのころわん　ほか

上映会「藤城清治クリスマスの鐘　マッチ売りの少女」

上映会「映像100年史日本の記録」12  星条旗の下での民主化

       ぴよぴよおはなし会

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

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

おはなしのへや

多目的室ほか

スタジオC

スタジオC

スタジオC

おはなしのへや

　 

　

　

○小鯖地区　場所：小鯖地域交流センター

　12月2日（金）１３：３０～１４：３０

〇嘉川・佐山地区　場所：嘉川地域交流センター

　12月12日（月）１０：００～１１：３０　　

　   　　　　　

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。


