
1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

「満潮」

朝倉 かすみ 著  光文社

「鼠、嘘つきは役人の始まり」

赤川 次郎 著  KADOKAWA

「蝮の孫」

天野 純希 著　幻冬舎

「あひる」

今村 夏子 著  書肆侃侃房

「七月に流れる花」

恩田 陸 著　講談社

「クラウドガール」

金原 ひとみ 著　朝日新聞出版

「ハリネズミ乙女、はじめての恋」

令丈 ヒロ子 著　KADOAWA

「私をくいとめて」

綿矢 りさ 著　朝日新聞出版

「安吾のことば」

藤沢 周 著　集英社

「いま、兜太は」

金子 兜太 著　岩波書店

「扉のかたちをした闇」

江國 香織 著　小学館

「かぐや姫はいやな女」

 椎名 誠 著　新潮社

「さまよえる古道具屋の物語」

柴田 よしき 著　新潮社

「おね」上・下

田渕 久美子 著　NHK出版

「指鬘物語」

田口ランディ 著　春秋社

「桜奉行」

出久根達郎 著　養徳社

「時が見下ろす町」

長岡 弘樹 著　祥伝社　

「幻庵」上・下

百田 尚樹 著　文藝春秋

　1月16日、ボイスアカデミー

コルデ代表の白松敦子氏を講師に

迎え、朗読ボランティア養成講座

を開催しました。当日は大雪の天

候にも関わらず、22名の方に参

加をいただきました。講師の白松

先生からは、朗読の基本について、

アナウンサーとしての豊かな経験を踏まえ、ユーモアを巧みに交えながら、

講義をいただきました。音読の実習では、「白い黒猫」という作品を参加

者全員で練習しました。

　中央図書館では、これからもこうした講座の開催を通じ、図書館ボラン

ティア活動の充実に努めていきます。

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

　

　

 大人のための読み聞かせ　絵本で”キュン”としませんか
　　～図書館恋みくじ付き～

 朗読ボランティア養成講座を開催しました

　　

　絵本に詳しい司書が、閉館後の図書館で、大人のために厳選した

キュンとする絵本を読みます。大人限定のイベントです。事前申し

込みは必要ありませんので、開始時間の5分前になりましたら、図

書館入口付近にお集まりください。

　

　

　

　

展示期間：平成２９年１月２７日（金）～２月２２日（水）

 鳥取県中部地震復興支援
「とっとりで待っとりますキャンペーン」

朗読ボランティアグループ　愛メイトへのお誘い 　

　「愛メイト」は山口市立中央図書館内で、視覚障がいをお持ちの

方々に、対面朗読サービスを行っているボランティアグループです。

対面朗読サービスは、毎月第1、３木曜日の午前中を中心に活動して

います。また毎月研修会も行っています。

　現在、愛メイトでは、一緒に活動していただける

方を募集しています。ぜひ、私たちの仲間になって、

一緒に活動をしてみませんか？

　ご興味のある方は、図書館へお問い合わせください。　

2月カレンダー

 

　鳥取県中部地震の復興支援を目的として、館内掲示スペースに「と

っとりで待っとりますキャンペーン」特設コーナーを設置します。

　観光パンフレット等を多数取り揃える他、鳥取県にまつわる本の企

画展示も行います。ぜひご覧ください。

　なお、本企画は、大阪市立図書館、神戸市立中央図書館、広島市立

図書館など、中・四国地方にある図書館１０館の連携企画です。

 企画展示　LOVE  STORY

日時：平成29年2月11日（土）17：30～ 　

展示期間：平成29年1月27日（金）～2月27日（月）

 　

 

　今回の企画展示は 「LOVE STORY」。図書館職員がセレクトし

た絵本や恋愛小説、加えて、CD・DVDをご用意しました。淡い恋心

や大人の恋愛だけでなく、家族、友人への愛に関する資料もあります。

「過去と未来」、「揺るぎ無いものと不確かなもの」。貴方の心に添

える1冊を、中央図書館で見つけてください。



2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） 1日、15日 ②コース（木曜日） 2日、16日 ③コース（金曜日） 3日、17日

④コース（水曜日） 8日、22日 ⑥コース（金曜日） 10日、24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） 10日、24日 ②コース（水曜日） 1日、15日

③コース（金曜日） 3日、17日 ④コース（水曜日） 8日、22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） 9日、23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：2月5日（日）10:30～       

　　※次回は、3月12日（日）の予定です。

　　　   　　　　　

場所：おはなしのへや

2月1日

2月4日

2月5日

2月6日

2月8日

2月11日

2月12日

2月13日

2月15日

2月18日

2月19日

2月20日

2月22日

2月25日

2月26日

2月27日

水

土

日

月

水

土

日

月

水

土

日

月

水

土

日

月

15:00～15:20

11:00～11:25

10:30～10:50

11:00～11:25

14:00～15:30

15:00～15:20

17:30～18:00

11:00～11:25

14:00～16:30

15:00～15:20

11:00～11:25

11:00～11:25

14:00～15:00

15:00～15:20

11:00～11:25

11:00～11:25

14:00～15:00

月　日　 曜日　　 時     間　　　　　             　　　　 行　事　内　容                            　　    場　所

　　ぴよぴよおはなし会

上映会「日本の昔ばなし」 花さか爺さん ほか

　　おはなし会

上映会「日本の昔ばなし」夢を買った男 ほか

上映会「間諜最後の日」監督：アルフレッド・ヒッチコック

　　ぴよぴよおはなし会

大人のための読み聞かせ「絵本でキュンとしませんか」 

上映会「日本の昔ばなし」 八つ化け頭巾 ほか

上映会「オリーブの林をぬけて」「咲き誇れ、強く　-Irreplaceable- 」

      ぴよぴよおはなし会

上映会「やさしいアントン」

上映会「日本の昔ばなし」 浦島太郎 ほか

上映会「映像10０年史 日本の記録 14」独立日本

　　ぴよぴよおはなし会

上映会「日本の昔ばなし」 うぐいすの里 ほか

上映会「日本の昔ばなし」 いかとするめ ほか

上映会「司馬遼太郎と城を歩く ６」 仙台城 ほか

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

図書館フロア内

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

スタジオC

　 

　

　

○白石・大殿地域　場所：山口市保健センター

　2月6日（月）14：00～15：30

〇仁保地域　場所：つどいの広場 いっぽ・仁保・さんぽ

　2月10日（金）10：00～11：00

〇湯田地域　場所：山口市保健センター

　2月13日（月）14：00～15：30

〇陶・鋳銭司・名田島・秋穂二島地域　場所：名田島地域交流センター

　2月15日（水）10：00～12：00

〇宮野地域　場所：宮野地域交流センター

　2月17日（金）10:00～12:00 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。


