
４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

5月
NO.165
5月
NO.165

■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

「犬の報酬」

堂場 舜一 著  中央公論新社

「機長、事件です！」

秋吉 理香子 著  KADOKAWA

「錆びた太陽」

恩田 陸 著　朝日新聞出版

「奈緒と私の楽園」

藤田 宜永 著  文藝春秋

「ダークナンバー」

長沢 樹 著　早川書房

「芦田川」

今井 絵美子 著　KADOKAWA

「小説日本博物館事始め」

西山 ガラシャ 著　日本経済新聞出版

「彼女の色に届くまで」

似鳥 鶏 著　KADOKAWA

「百年の散歩」

多和田 葉子 著　新潮社

「怪談生活」

高原 英理 著　立東舎

「彼女は鏡の中を覗きこむ」

小林 エリカ 著　集英社

「安芸広島水の都の殺人」

 梓 林太郎 著　祥伝社

「笑いのカイブツ」

ツチヤ タカユキ 著　文藝春秋

「無情の神が舞い降りる」

志賀 泉 著　筑摩書房

「アリガト謝謝」

木下 諄一 著　講談社

「優しい水」

日明 恩 著　徳間書店

「素敵な日本人」

東野 圭吾 著　光文社　

「角野栄子の毎日いろいろ」

角野栄子 著　KADOKAWA

　日時：平成29年5月31日（水）１０：３０～１２：３０

　集合場所：スタジオC

　定員：先着50名（保健センターに要申し込み）

　講師：健康運動指導士　澄川 絵里奈 氏

  

  

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

　

　

 図書館で学ぶウォーキング

　5月31日（水）はチャレンジデーの日です。中央図書館では、

山口市保健センターとのコラボ企画「図書館で学ぶウォーキン

グ～チャレンジデーに中央公園を歩こう～」を開催します。

　はじめに、YCAMのスタジオCで、健康運動指導士の澄川

絵里奈氏から、ウォーキングやケガをしないためのストレッチ

等を学びます。その後、実際に中央公園でウォーキングの実技

指導があります。チャレンジデーの日にウォーキングを学び、

一緒に春の中央公園を歩いてみませんか♪

　

　

　

　

　

 

　中央図書館では、レノファ山口応援コーナーを新たに設置しま

した。この常設コーナーは、中央図書館と本市をホームタウンと

して活動しているレノファ山口がタッグを組み、レノファ山口

に関するさまざまな情報

を発信し、図書館とレノ

ファ山口への関心を深め

ていただくものです。

　毎試合ごとに、選手の

コメントやおすすめ本の

紹介するなど、これから

もこのコーナーを充実さ

せていきます。

　

　　

　

　

 

5月カレンダー

 ～チャレンジデーに中央公園を歩こう～

※雨天の場合は、ウォーキングの代わりに、

　中央図書館とYCAMの施設見学ツアーを

　行います。

この企画に関連して、「心と体の健康」に

関するマメ知識の紹介と、関連図書の企画

展示を行います。

 

  

 レノファ山口応援コーナー

 「官報情報検索サービス」が利用できます

　情報検索室に設置しているインターネットパソコンで、

「官報情報検索サービス」が利用できるようになりました。

昭和２２年５月３日から当日発行分までの官報を検索し、

検索結果をテキストもしくは紙面イメージで表示すること

ができます。ぜひご活用ください。

　

　

　

　

　

　展示期間：4月26日～5月31日

 

  



5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） 10日、24日 ②コース（木曜日） 11日、25日 ③コース（金曜日） 12日、26日

④コース（水曜日） 3日、17日、31日 ⑥コース（金曜日） 5日、19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） 5日、19日 ②コース（水曜日） 10日、24日

③コース（金曜日） 12日、26日 ④コース（水曜日） 3日、17日、31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） 4日、18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）
            ※5月3日（水）はありません
　　　　
　　　   　　　　　

場所：おはなしのへや

5月1日

5月5日

5月6日

5月7日

5月8日

5月10日

5月13日

5月14日

5月15日

5月17日

5月20日

5月21日

5月22日

5月24日

5月27日

5月28日

5月29日

5月31日
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水

土

日
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水

土

日

月

水

土

日
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14:00～15:30

15:00～15:30

11:00～11:25

10:30～10:50

11:00～11:25

14:00～15:00

15:00～15:20

11:00～11:35

11:00～11:35

14:00～15:30

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

10:30～12:30

15:00～15:20

月　日　 曜日　　 時     間　　　　　             　　　　 行　事　内　容                            　　    場　所

上映会「静かなる対決」 主演：ランドルフ・スコット

　　 おはなしひろば

上映会「日本の昔ばなし」わらしべ長者 ほか

　　 おはなし会

上映会「日本の昔ばなし」仁王とどっこい ほか

上映会「映像100年史日本の記録 18」皇太子ご成婚と60年安保闘争

　　　ぴよぴよおはなし会

上映会「ミッフィーとどうぶつえん」 ブルーナのおはなしえほん

上映会「ミッフィーのおじいさまとおばあさま」 ブルーナのおはなしえほん

上映会「二世部隊」監督脚本：ロバート・ビロッシュ

       ぴよぴよおはなし会

上映会「日本の昔ばなし」絵姿女房 ほか

上映会「日本の昔ばなし」 かぐや姫 ほか

上映会「司馬遼太郎と城を歩く 8」 五稜郭 ほか

　　 ぴよぴよおはなし会

上映会「日本の昔ばなし 」うばすて山 ほか

上映会「日本の昔ばなし」 海幸彦と山幸彦 ほか

上映会「映像100年史日本の記録 19」高度経済成長の幕開け

図書館で学ぶウォーキング

　　　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

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

スタジオC

おはなしのへや

　
 

　

　

○大殿・白石地域　5月8日（月）   14：00～15：30 　  場所：山口市保健センター  

〇宮野地域　　　　5月19日（金） 10：00～12：00   　場所：宮野地域交流センター   

〇湯田地域　　　　5月22日（月 ）14：00～15：30　   場所：山口市保健センター  

　   　　　　　

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。

　　　　

○おはなし会
　日時：5月7日（日）10:30～       
　　※次回は、６月４日（日）の予定です。
　　　   　　　　　


