
7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

8月
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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

「クジャクを愛した容疑者」

大倉 崇裕 著  講談社

「1934年の地図」

堂場 瞬一 著  実業之日本社

「囚われの島」

谷崎 由衣 著  河出書房新社

「自閉症のうた」

東田 直樹 著  KADOKAWA

「福袋」

朝井 まかて 著  講談社

「変幻」

今野 敏 著　講談社

「薫風ただなか」

あさの あつこ 著　KADOKAWA

「水底は京の朝」

岩下 悠子 著　新潮社

「嘘と人形」

岩井 志麻子 著　太田出版

「空に咲く恋」

福田 和代 著　文藝春秋

「明治乙女物語」

滝沢 志郎 著　文藝春秋

「怪盗桐山の藤兵衛の正体」

 佐藤 雅美 著　文藝春秋

「病巣」

江上 剛 著　朝日新聞出版

「黒い波紋」

曽根 圭介 著　朝日新聞出版

「家電兄弟」

阿部 牧郎 著　PHP研究所

「標的」

真山 仁 著　文藝春秋

「茄子の輝き」

滝口 悠生 著　新潮社　

「ししりばの家」

澤村 伊智 著　KADOKAWA

■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、市内小・中学生のみなさんから、

サッカーやスポーツについてレノファ山口FCの選手に

聞いてみたいことを大募集！！

質問を書いて、中央図書館の応募箱に入れよう！！

応募してくれた人の中から抽選で、合計３0人に、

レノファの選手が質問に答えてくれます。

さらに、応募してくれた人全員の中から抽選で親子

ペアチケットが当たるWチャンスも！

　

　

　

　

　

   レノクエ大募集　　アナタの疑問
　レノファ山口FCの選手に答えてもらおう

　　

やまぐち歴史講座２０１７　講演会

食べたくなる？　山口ゆかりの食を紹介
～殿様のフルコースから幕末スイーツまで～

山口市歴史民俗資料館との連携企画として、本年度も

「やまぐち歴史講座」を開催します。

第1回目の講演会は、「山口ゆかりの食」に焦点をあ

てた内容となっています。

イベントにあわせて、幕末維新パンの販売もあります。

ぜひ、ご来場ください。

　

　

　　

　応募締切：平成29年８月１１日（金）

　応募方法：応募用紙に、レノファの選手への質問、利用

　　　　　　カード番号、名前、学校名、学年を書いて、

　　　　　　中央図書館レノファ応援コーナーの「レノク

　　　　　　エBOX」に入れてください。

　　　　　　応募用紙は、レノファ応援コーナーに置いて

　　　　　　あります。

　選手からの回答：質問と合わせて館内に掲示します。

　　　　　　　　　（応募時期により、掲示期間が異なります）

　チケット当選発表：ペアチケットの当選者には、チケット

　　　　　　　　　　引換券をお送りします。

　　　

 

  

 8月カレンダー

 

　日時：平成29年８月２０日（日）14:00～15:30（開場13:00）

　場所：山口情報芸術センター　スタジオA

　演題：食べたくなる？　山口ゆかりの食を紹介

　　　　～殿様のフルコースから幕末スイーツまで～

　講師：石永雅子氏（元山口県史編さん室 民俗部会 専門研究員）

　定員：350名（当日先着順　申込不要）

　受講料：無料

　なお、下記のとおり、関連イベントを行います。

■上映会

　「劇団四季の鹿鳴館」前編　8月７日（月）１４：００～

　　　　　　　　　　　後編　8月14日（月）１４：００～　　

■企画展示

　「やまぐちの食と歴史」8月2日（水）～20日（日）

　　　

 

  



8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） 2日、16日、30日 ②コース（木曜日） 3日、17日、31日 ③コース（金曜日） 4日、18日

④コース（水曜日） 9日、23日 ⑥コース（金曜日） 11日、25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） 11日、25日 ②コース（水曜日） 2日、16日、30日

③コース（金曜日） 4日、18日 ④コース（水曜日） 9日、23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） 10日、24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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8月13日

8月14日

8月16日

8月19日

8月20日

8月21日

8月23日

8月26日

8月27日

8月28日

8月30日
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水

土
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月

水

土
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15:00～15:20

11:00～11:25

10:30～10:50

11:00～11:25

14:00～15:40

15:00～15:20

11:00～11:50

11:00～11:50

14:00～15:20

15:00～15:20

11:00～11:25

11:00～11:25

14:00～15:30

14:00～15:00

15:00～15:20

11:00～11:25

11:00～11:25

14:00～16:00

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」炭焼き長者 ほか

　　 おはなし会

上映会「日本の昔ばなし」三人の兄弟 ほか

上映会「劇団四季の鹿鳴館」前編　三島由紀夫・作　浅利慶太・演出

       ぴよぴよおはなし会

上映会「まんが世界昔ばなし」 しらゆき姫 ほか

上映会「まんが世界昔ばなし」 三びきの子ぶた ほか

上映会「劇団四季の鹿鳴館」後編　三島由紀夫・作　浅利慶太・演出

　　　ぴよぴよおはなし会

上映会「日本の昔ばなし」 大江山の鬼退治 ほか

上映会「日本の昔ばなし」 馬方山姥 ほか

やまぐち歴史講座2017講演会　＊表面参照

上映会「映像100年史日本の記録」２４　沖縄復帰

　　　ぴよぴよおはなし会

上映会「日本の昔ばなし」 山梨とり ほか

上映会「日本の昔ばなし」 桃太郎 ほか

上映会「風が吹くまま」監督：アッバス・キアロスタミ 

　　　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

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Ａ

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

　
 

　

　

○仁保地域　　8月4日（金）  10：00～11：00 　場所：仁保つどいの広場 いっぽ仁保さんぽ  

〇宮野地域　　8月4日（金）  13：30～14：30 　場所：小鯖地域交流センター   

〇嘉川・佐山地域　　8月7日（月）10：00～11：30　場所：嘉川地域交流センター

〇陶・鋳銭司・名田島・秋穂二島地域　8月21日（月）10：00～11：00　場所：二島つどいのひろばあそぼう家

  

　   　　　　　

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：8月6日（日）10:30～       
　　※次回は、9月3日（日）の予定です。
　　　   　　　　　


