
5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

6月
NO.166
6月
NO.166

■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

「BUTTER」

柚木 麻子 著  新潮社

「追想の探偵」

月村 了衛 著  双葉社

「ときどき旅に出るカフェ」

近藤 史恵 著　双葉社

「神さまたちのいた街で」

早見 和真 著  幻冬舎

「貘の耳たぶ」

芦沢 央 著　幻冬舎

「チェーン・ピープル」

三崎 亜記 著　幻冬舎

「ライオン・ブルー」

呉 勝浩 著　KADOKAWA

「最愛の子ども」

松浦 理英子 著　文藝春秋

「ライプツィヒの犬」

乾 緑郎 著　祥伝社

「幸福のパズル」

折原 みと 著　講談社

「父」

辻 仁成 著　集英社

「劇場」

 又吉 直樹 著　新潮社

「午前三時のサヨナラ・ゲーム」

深水 黎一郎著　ポプラ社

「ひとめぼれ」

畠中 恵 著　文藝春秋

「諦めない女」

桂 望実 著　光文社

「団塊の後」

堺屋 太一 著　毎日新聞出版

「サイレント・マイノリティ」

下村 敦史 著　光文社　

「風浪の果てに」

春吉 省吾 著　ノーク出版

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

　

　「子ども読書の日」、「こどもの読書週間」にあわせ、「好き

なおはなしの絵」を募集したところ、山口市立図書館全体で、

3511点の作品が集まりました。たくさんのご応募をいただき

ありがとうございました。

ご応募いただいた作品は、下記のとおり各図書館で展示を行い

ますので、ぜひご来館ください。また、学校ごとの詳しい展示

スケジュールは、ホームページでご確認ください。

　

　

　

　

　

  「好きなおはなしの絵」を展示します

 トネリコ　図書館活用わくわく講座

山口市立中央図書館友の会「トネリコ」では、山口市阿東在住の

アマチュア映像作家大野進二氏をお迎えして、直接お話をお伺い

するとともに、氏が制作されたDVD4作品を上映します。

参加無料です。お気軽にお越しください。

　

　

　

　

　

6月カレンダー

 映像でみる山口

　日時：平成29年6月11日（日）14：00～15:30

 

  

　場所：山口情報芸術センター2階 多目的室

 

  
山口市立中央図書館友の会 トネリコ 　

山口市立中央図書館友の会トネリコは、中央図書館が利用

者の学びの場、交流の場として発展していくことを応援し

ていく会です。随時会員を募集中です。

○中央図書館　6/12（月）～12/17（日）
○小郡図書館　6/17（土）～10/1（日）
○秋穂図書館　6/27（火）～10/15（日）
○阿知須図書館　6/23（金）～8/23（水）
○徳地図書館　6/10（土）～7/30（日）
○阿東図書館　6/10（土）～7/9（日）
　　

 YCAM Library のご紹介

中央図書館の館内に設置しているYCAM紹介コーナーが、4月

から「YCAM Library」としてリニューアルされました。

YCAMで行われるさまざまな企画展やワークショップを関連図

書とともに紹介しています。また、2週間ごとに、リレー方式で

YCAMスタッフにおすすめ本の推薦をしてもらい、スタッフから

のコメントとともに、資料を展示しています。

ご来館の際には、ぜひこのコーナーにもお立ち寄りください。

　

　

　

　　

 教科書展示会を開催

中央図書館内に設置している山口市教科書センターでは、教育

関係者だけでなく保護者や一般の方々にも、教科書や教科に対

する理解を深めていただくため、下記の期間、小・中・高校の

教科書展示会を開催いたします。この機会に教科書を手に取っ

てみませんか？

　

　

　

　

　

　期間：平成29年６月１日（木）～7月26日（水）

 

  



6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） 7日、21日 ②コース（木曜日） 8日、22日 ③コース（金曜日） 9日、23日

④コース（水曜日） 14日、28日 ⑥コース（金曜日） 2日、16日、30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） 2日、16日、30日 ②コース（水曜日） 7日、21日

③コース（金曜日） 9日、23日 ④コース（水曜日） 14日、28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） 1日、15日、29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）
　　　　
　　　   　　　　　

場所：おはなしのへや

6月3日

6月4日

6月5日

6月7日

6月10日

6月11日

6月12日

6月14日

6月19日

6月21日

6月24日

6月25日

6月26日

6月28日

土

日

月

水

土

日

月

水

月

水

土

日

月

水

11:00～11:25

10:30～10:50

11:00～11:25

14:00～15:50

15:00～15:20

11:00～11:50

11:00～11:50

14:00～15:00

15:00～15:20

14:00～15:20

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

上映会「日本の昔ばなし」三つの斧 ほか

　　 おはなし会

上映会「日本の昔ばなし」屁ひり嫁 ほか

上映会「ブルグ劇場」監督脚本：ヴィリ・フォルスト

　　 ぴよぴよおはなし会

上映会「まんが世界昔ばなし」 おやゆび姫 ほか

上映会「まんが世界昔ばなし」 シンデレラ ほか

上映会「映像100年史 日本の記録」20 東京オリンピックひらく

       ぴよぴよおはなし会

上映会「サボタージュ」監督：アルフレッド・ヒッチコック

         ぴよぴよおはなし会

上映会「日本の昔ばなし」 ねずみの婿取り ほか

上映会「日本の昔ばなし」 天狗の隠れみの ほか

上映会「映像100年史 日本の記録」21 相次ぐ航空機事故

　　  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

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

スタジオC

おはなしのへや

　
 

　

　

○吉敷地域　　6月5日（月）   10：00～16：00 　  場所：吉敷地域交流センター  

〇大内地域　　6月8日（木）・9日（金） 10：00～12：00   場所：大内地域交流センター   

〇平川地域　　6月15日（木）10：00～16：00　   場所：平川地域交流センター

〇大歳地域　　6月16日（金）10：00～16：00　   場所：大歳地域交流センター

  

　   　　　　　

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：６月４日（日）10:30～       
　　※次回は、７月２日（日）の予定です。
　　　   　　　　　


