
2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   
URL：http://www.lib-yama.jp

「罠に落ちろ」

藤田宜永 著  徳間書店

「花を呑む」

あさの あつこ 著  光文社

「果てしなき追跡」

逢坂 剛 著　中央公論新社

「サロメ」

原田マハ 著  文藝春秋

「駒姫」

武内 涼 著　新潮社

「万葉恋づくし」

梓澤 要 著　新潮社

「銀の猫」

朝井 まかて 著　文藝春秋

「琴電殺人事件」

西村 京太郎 著　新潮社

「本を守ろうとする猫の話」

夏川 草介 著　小学館

「ビニール傘」

岸 政彦 著　新潮社

「スイミングスクール」

高橋 弘希 著　新潮社

「東京クルージング」

 伊集院 静 著　KADOKAWA

「漱石と煎茶」

小川 後楽 著　平凡社

「錯迷」

堂場 瞬一 著　小学館

「狩人の悪夢」

有栖川 有栖 著　KADOKAWA

「血と肉」

中山 咲 著　河出書房新社

「I Love Youの訳し方」

望月 竜馬 著　雷鳥社　

「不時着する流星たち」

小川 洋子 著　KADOKAWA

　中央図書館では、全国各地にある専門図書館について紹介するパネル

展示を行います。専門図書館とは、主に民間企業や調査研究機関などが

設置する、特定分野に関する情報収集や研究に特化した図書館のことで

す。例えば、次のような専門図書館があります。ぜひこの機会に、専門

図書館の奥深い世界をのぞいてみてください。

〇食の文化ライブラリー・・・食文化、食品、料理など「食」の分野

〇紙の博物館図書室・・・「紙」専門の図書室

〇防災専門図書館・・・自然災害から人為的災害まで、防災専門の図書館

　パネル展示期間：3月18日（土）～4月9日（日）

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

　

　

 外国語資料コーナー　リニューアル

 企画展示「こんなにあります！ あなたも使える専門図書館」

　3月8日（水）から中央図書館の外国語資料コーナーをリニュー

アルします。資料を大幅に入れ替え、留学生や在住外国人の方に

役立つように、日本文化を紹介した本や日本の生活に関する本など

を多く集めました。英訳版の日本の小説などもあります。

　料理や伝統技術など、英語がわからない方でもビジュアルだけで

楽しめる本もたくさんあります。ぜひご活用ください。

　

　

　

　

 新聞検索パソコンを設置しました

 レファレンスサービスをご存知ですか？

　

 

　図書館ではレファレンスサービス（調べもの相談）を行っています。

何か調べたいことがあるときは、ぜひ窓口でご相談ください。なるべ

くご希望にかなった資料や情報を探し出し、ご紹介します。

　図書館のホームページでは、これまで受けたご質問とその回答につ

いて、レファレンス事例集として紹介しています。

3月カレンダー

中央図書館では、過去の新聞記事を検索するために、新聞検索パソ

コンを設置しました。パソコン上で、以下の３つのコンテンツをご

利用いただけます。詳しくはレファレンスカウンターでお尋ねくだ

さい。

〇 明治・大正・昭和の讀賣新聞
　1874年（明治7年）から1980年（昭和55年）までの読売新聞

の記事を検索し、紙面表示することができます。

〇 CD-ROM 朝日新聞号外
　1879年（明治12年）から1998年（平成10年）までの朝日新

聞の号外約5000枚を検索、紙面表示することができます。

〇 朝日新聞戦後見出しデータベース
　1945年（昭和20年）から1999年（平成11年）までの朝日新

聞縮刷版の記事見出し340万件を検索することができます。

　　

　

　

■３月１日～7日は蔵書点検のため休館します。

　移動図書館「ぶっくん」は、この期間中も運行します。

　返却ポストはご利用いただけます。



3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、29日 ②コース（木曜日） 2日、16日、30日 ③コース（金曜日） 3日、17日、31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、29日

③コース（金曜日） 3日、17日、31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：3月12日（日）10:30～       

　　※次回は、4月2日（日）の予定です。

　　　   　　　　　

場所：おはなしのへや

3月8日

3月11日

3月12日

3月13日

3月15日

3月22日

3月25日

3月26日

3月27日

3月29日

水

土

日

月

水

水

土

日

月

水

15:00～15:20

11:00～11:25

10:30～10:50

11:00～11:25

14:00～16:00

15:00～15:20

15:00～15:20

11:00～11:25

11:00～11:25

14:00～15:00

15:00～15:20

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」 こぶとり爺さん ほか

　　　 おはなし会

上映会「日本の昔ばなし」ほら吹き娘 ほか

上映会「市民ケーン」監督：オーソン・ウェルズ

　　　 ぴよぴよおはなし会

　　　 ぴよぴよおはなし会

上映会「日本の昔ばなし」最後の嘘 ほか

上映会「日本の昔ばなし」和尚と小僧のかみがない ほか

上映会「映像100年史日本の記録」15  テレビ時代の到来

          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

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

　 

　

　

○大内地域　場所：大内地域交流センター

　３月９日（木）10：00～12：00

　3月10日（金）10：00～12：00

〇吉敷地域　場所：吉敷地域交流センター

　3月13日（月）10：00～12：00  14:00～16:00

〇平川地域　場所：平川地域交流センター

　3月16日（木）10：00～12：00  14:00～16:00

〇大歳地域　場所：大歳地域交流センター

　3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。


