
6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

「龍が哭く」

秋山 香乃 著  PHP研究所

「人質オペラ」

荒木 源 著  講談社

「信長嫌い」

天野 純希 著　新潮社

「星の子」

今村 夏子 著  朝日新聞出版

「孤道」

内田 康夫 著　毎日新聞出版

「カストロの尻」

金井 美恵子 著　新潮社

「暗殺者、野風」

武内 涼 著　KADOKAWA

「めぐみ園の夏」

高杉 良 著　新潮社

「ガーデン」

千早 茜 著　文藝春秋

「アノニム」

原田 マハ 著　KADOKAWA

「女系の教科書」

藤田 宜永 著　講談社

「ホサナ」

 町田 康 著　講談社

「花しぐれ」

梶 よう子 著　集英社

「デンジャラス」

桐野 夏生 著　中央公論新社

「じごくゆきっ」

桜庭 一樹 著　集英社

「ファイト」

佐藤 賢一 著　中央公論新社

「ハッチとマーロウ」

青山 七恵 著　小学館　

「カタストロフ・マニア」

島田 雅彦 著　新潮社

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

　

　中央図書館では、夏休みの期間にあわせて、ブックトークイベ

ントを開催します。ブックトークとは、一定のテーマに沿って、

本の一部を読んだり、クイズを出したりしながら本を紹介する

ことにより、読書への興味やきっかけを作るものです。

皆様のご参加をお待ちしています。

　

　

　

　

　

  夏休みブックトークイベントの開催

今回のこども企画展示のテーマは「課題図書」です。ここ数年の

読書感想文・感想画の課題図書（小学生部門）や緑陰図書を展示

しています。課題図書はとても人気があるので、夏休みになると

ひっぱりだこです。そのため、貸出用とは別に、館内のみで利用

できる本も1冊ずつご準備しています。詳しくは、こどもカウン

ターなどでお問い合わせください。

　

　

　

　

　

 こども企画展示　課題図書

　　

スタ—バックス スペシャルコーヒー 
ワークショップ＠山口が開催されました。

2017年8月、中央図書館の隣接地に「スターバックスコーヒー

山口市中央公園店」がオープンを予定しています。

この出店に先立ち、山口情報芸術センター内で、6月17日(土)に

ハンドドリップでの抽出体験などを行うワークショップが開催さ

れました。当日は、1000名

を超える方に、ワークショッ

プに参加いただき、大変盛況

でした。中央図書館では、こ

のワークショップの会場内で、

コーヒーに関する本の企画展

示を行い、たくさんの方に本

を手に取っていただきました。

　

　

　

　　

 企画展示　わっしょい

夏といえば、祭りだ！わっしょい！！

お祭りは、神輿に花火や夜店等、楽しいことが盛りだくさんです

よね。子どもも大人もなぜだか不思議とワクワクするものではな

いでしょうか。今回の企画は「祭り」に関する本を集めました。

どうぞご利用ください。

　

　

　

　

　

　展示期間：平成29年6月23日（金）～8月23日（水）

 

  

7月カレンダー

　開催日：平成29年7月29日（土）

　場所：おはなしの部屋

　内容：１３：３０～１４：００

　　　　　小学校低学年向け　テーマ「ねむりのはなし」

　　　　１４：３０～１５：００

　　　　　小学校中学年向け　テーマ「小さなだいぼうけん」

　　　　１５：３０～１６：００

　　　　　小学校高学年向け　テーマ「いただきます！」

　　　

 

  

　展示期間：平成29年6月23日（金）～8月31日（水）

 

  



7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） 5日、19日 ②コース（木曜日） 6日、20日 ③コース（金曜日） 7日、21日

④コース（水曜日） 12日、26日 ⑥コース（金曜日） 14日、28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） 14日、28日 ②コース（水曜日） 5日、19日

③コース（金曜日） 7日、21日 ④コース（水曜日） 12日、26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） 13日、27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
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11:00～11:25

10:30～10:50
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14:00～15:30

15:00～15:20

11:00～11:50

11:00～11:50

14:00～15:00

15:00～15:20

11:00～11:25

11:00～11:25

15:00～15:20

11:00～11:45

11:00～11:45

14:00～15:40

15:00～15:20

11:00～11:25

13:30～16:00

11:00～11:25

14:00～15:00

月　日　 曜日　　 時     間　　　　　             　　　　 行　事　内　容                            　　    場　所

上映会「日本の昔ばなし」きき耳ずきん ほか

　　 おはなし会

上映会「日本の昔ばなし」たのきゅう ほか

上映会「未完成交響曲」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」 ガリバー旅行記 ほか

上映会「まんが世界昔ばなし」 アラジンとまほうのランプ ほか

上映会「映像100年史 日本の記録」22 激化する大学紛争

       ぴよぴよおはなし会

上映会「日本の昔ばなし」鶴の恩返し ほか

上映会「日本の昔ばなし」 猫女房 ほか

         ぴよぴよおはなし会

上映会「世界名作劇場」 小公子セディ　前編

上映会「世界名作劇場」 小公子セディ　後編

上映会「火の馬」監督脚本：セルゲイ・パラジャーノフ

　　　ぴよぴよおはなし会

上映会「日本の昔ばなし」 たわらの藤太 ほか

夏休みブックトークイベント

上映会「日本の昔ばなし」 因幡の白兎 ほか

上映会「映像100年史 日本の記録」23  月に立った人類

　　

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

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

　
 

　

　

○白石・大殿地域　7月3日（月）  14：00～15：30 　  場所：山口市保健センター  

〇宮野地域　　　　7月7日（金）  14：00～16：00      場所：宮野地域交流センター   

〇湯田地域　　　　7月24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：7月2日（日）10:30～       
　　※次回は、8月6日（日）の予定です。
　　　   　　　　　


