
3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

「最終兵器は女王様」

福田 和代 著  祥伝社

「なかなか暮れない夏の夕暮れ」

江國 香織 著  角川春樹事務所

「再起動」

岡本 学 著　講談社

「回帰」

今野 敏 著  幻冬舎

「木足の猿」

戸南 浩平 著　光文社

「誘拐捜査」

緒川 怜 著　光文社

「物件探偵」

乾 くるみ 著　新潮社

「騎士団長殺し」

村上 春樹 著　新潮社

「島津の陣風」

片山 洋一 著　朝日新聞出版

「ぼくの死体をよろしくたのむ」

川上 弘美 著　小学館

「北斎まんだら」

梶 よう子 著　講談社

「ガーディアン」

 薬丸 岳 著　講談社

「合理的にあり得ない」

柚月 裕子 著　講談社

「常世ノ国ノ天照」

諸口 正巳 著　KADOKAWA

「紙のピアノ」

新堂 冬樹 著　双葉社

「ラグナロク」

村田 栞 著　新書館

「かわうそ堀怪談見習い」

柴崎 友香 著　KADOKAWA　

「終りなき夜に生れつく」

恩田 陸 著　文藝春秋

　展示期間：平成29年3月24日（金）～4月26日（水）

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

　

　

 こどもワイワイ図書館 開催

 企画展示　さくら

毎年恒例のこどもワイワイ図書館を4月30日（日）に開催します。

日頃静かな図書館が、子どもたちの笑い声や読み聞かせの声で、

ワイワイ・ガヤガヤと音のあるにぎやかな空間に変わる年に1回

だけの特別な日です。地域の読み聞かせサークルによるおはなし会

やバルーンアート、カタヌキなどの昔の遊びなどイベント満載です。

ぜひご来館ください。

　

　

　

　

 地域資料 寄贈のお願い

 こども企画展示　さいたよ！　のびたよ！

　

中央図書館では、山口市に関する資料や山口市にゆかりのある

人物の著作を「地域資料」と位置づけ、積極的に収集しています。

地域資料を後世に伝えるために、収集・保存し活用することは、

公共図書館の担う重要な使命のひとつです。

当館へご寄贈いただける資料がありましたら、ぜひご協力ください

ますようお願いいたします。また、地域資料の刊行に関する情報や

入手方法などをご存知の方は、お知らせいただけると幸いです。

中央図書館では、昨年1年間で約700点の地域資料を新たに収集

しました。今回はその中からいくつかをご紹介します。

　

〇 山口市勢要覧　昭和7年版
山口市が昭和7年に発刊した市勢要覧。人口、教育、兵事、産業、

交通運輸など、各分野ごとに統計や資料がまとめられています。

昭和初期の山口市の様子を窺い知る貴重な資料です。

〇 雑誌「新建築」1950年12月号
昭和23年10月、中市にあった山口市役所庁舎が火事で全焼。

新たな庁舎は昭和25年7月に落成しました。この庁舎の様子が、

巻頭グラビアで4ページにわたり、写真と図面で紹介されていま

す。現在の市役所庁舎の前身となる建物です。

〇 小郡駅のあゆみ　小郡駅開業80周年記念
明治33年の小郡駅開業からの80年間を多彩な写真で振り返る

記念誌。巻末には年表も付され、小郡駅の歴史が分かりやすく

まとめられています。昭和55年発行。

　　

　

　

4月カレンダー

　展示期間：平成29年3月24日（金）～4月26日（水）

 

たくさんのきれいな花に出会える、ウキウキする季節がやってきまし

た。花や草木のでてくるお話や絵本、植物について知る本、ずかん

などを集めました。さあ、春のあたたかいひだまりのなかで、本を

ひらいて世界をひろげよう！

 

 暖かい春がやってきました。新生活など新たな門出を迎える方も

たくさんいらっしゃると思います。今回選んだテーマは「さくら」

です。日本を代表する花「さくら」に関する図書を色んな角度から

探して厳選いたしました。どうぞお楽しみください。

※29日（土）は祝日開館します



4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） 12日、26日 ②コース（木曜日） 13日、27日 ③コース（金曜日） 14日、28日

④コース（水曜日） 5日、19日 ⑥コース（金曜日） 7日、21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） 7日、21日 ②コース（水曜日） 12日、26日

③コース（金曜日） 14日、28日 ④コース（水曜日） 5日、19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） 6日、20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：4月2日（日）10:30～       

　　※次回は、5月7日（日）の予定です。

　　　   　　　　　

場所：おはなしのへや

４月1日

４月２日

４月３日

４月５日

４月8日

４月9日

４月10日

４月12日

４月15日

４月16日

４月17日

４月19日

４月22日

４月23日

４月24日

４月26日

４月30日

土

日

月

水

土

日

月

水

土

日

月

水

土

日

月

水

日

11:00～11:25

10:30～10:50

11:00～11:25

14:00～16:00

15:00～15:20

11:00～11:35

11:00～11:35

14:00～15:00

15:00～15:20

11:00～11:50

11:00～11:25

14:00～15:00

15:00～15:20

11:00～11:25

11:00～11:25

14:00～15:00

15:00～15:20

10:00～17:00

月　日　 曜日　　 時     間　　　　　             　　　　 行　事　内　容                            　　    場　所

上映会「日本の昔ばなし」 しっぺい太郎 ほか

　　 おはなし会

上映会「日本の昔ばなし」ぶんぶく茶釜 ほか

上映会「マイ・ハート マイ・ラブ」  キャスト：ショーン・コネリー　他

　　 ぴよぴよおはなし会

上映会「かわいいミッフィー」 ブルーナのおはなしえほん

上映会「ミッフィーのゆめ」 ブルーナのおはなしえほん

上映会「映像100年史日本の記録 16」もはや戦後ではない

       ぴよぴよおはなし会

上映会「まんが世界昔ばなし」アリババと40人の盗賊

上映会「日本の昔ばなし」 織姫と彦星 ほか

上映会「司馬遼太郎と城を歩く ７」 清洲城 ほか

　　 ぴよぴよおはなし会

上映会「日本の昔ばなし 」そそうの相九郎

上映会「日本の昔ばなし」 火男 ほか

上映会「映像100年史日本の記録 17」神武景気からなべ底不況へ

　　 ぴよぴよおはなし会

こどもワイワイ図書館

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

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

館内各所

　
 

　

　

○嘉川・佐山地域　場所：嘉川地域交流センター

　4月3日（月）10：00～11：30

〇小鯖地域　場所：小鯖地域交流センター

　4月7日（金）13：30～14：30

　   　　　　　

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。


