
8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

「月夜に溺れる」

長沢 樹 著  光文社

「ネメシスの使者」

中山 七里 著  文藝春秋

「家族のあしあと」

椎名 誠 著  集英社

「濱地健三郎の霊なる事件簿」

有栖川 有栖 著  KADOKAWA

「AX」

伊坂 幸太郎 著  KADOKAWA

「悪女の品格」

辻堂 ゆめ 著　東京創元社

「ネタ元」

堂場 瞬一 著　講談社

「タフガイ」

藤田 宜永 著　早川書房

「奈落の偶像」

麻見 和史 著　講談社

「君が夏を走らせる」

瀬尾 まいこ 著　新潮社

「四時過ぎの船」

古川 真人 著　新潮社

「白村江の戦い」

 三田 誠広 著　河出書房新社

「弥栄の烏」

阿部 智里 著　文藝春秋

「うなぎ女子」

 加藤 元 著　光文社

「とるとだす」

畠中 恵 著　新潮社

「明治ガールズ」

藤井 清美 著　KADOKWA

「孟徳と本初」

吉川 永青 著　講談社　

「真ん中の子どもたち」

温 又柔 著　集英社

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

　

　

市内在住のアイリッシュ・ハープ奏者上利千富美氏によ

るライブラリーコンサートを開催します。

閉館後の静まった図書館で、普段なかなか聴くことが少

ない、アイリッシュ・ハープの音色に耳を傾けてみませ

んか？

　

　

　

　

　

   アイリッシュ・ハープ演奏による
　ライブラリーコンサート

　　

やまぐち歴史講座２０１７　講演会

聞多（ぶんた）走る！ー明治の元勲 井上馨の青春ー

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2回目の講演会は、地元山口市湯田の出身で、幕末には

「長州ファイブ」の一人としてイギリスに留学、新政府で

は、外務卿、外相、蔵相を歴任するなど活躍した明治の元

勲、井上馨について、郷土史家の松前了嗣氏に語っていた

だきます。ぜひ、お誘いあわせの上、ご来場ください。

　

　

　　

　日時：平成29年９月９日（土）17時10分から

　場所：山口市立中央図書館フロア内　入場無料

　※当日は、開館中にも、フロア内にて数曲演奏を行う

　　予定です。（15:00～ ／ 16:00～ を予定）

　　　

 

  

　日時：平成29年10月1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：聞多（ぶんた）走る！ー明治の元勲 井上馨の青春ー

   講師：松前了嗣氏（郷土史家）

　定員：350名（当日先着順　申込不要）

　受講料：無料

　下記のとおり、関連イベントを行います。

 ■上映会

　「長州ファイブ」　９月２５日（月）１４：００～　

 ■企画展示

　「幕末維新と井上馨」9月15日（金）～10月1日（日）

　　　

 

  

※18日（月）、23日（土）は祝日開館します

9月カレンダー

  企画展示 「本から飛び出した主人公たち」　

「映像化不可能と言われた作品がついに実写化！」

「累計〇万部のあの作品がテレビアニメ化！」

今回は、そんな映像化された作品たちを集めてみました。

ふだんは読まないようなジャンルの本を手に取っていた

だくきっかけになれば幸いです。

　

　

　

　

　

　展示期間：平成29年9月29日（水）まで

　　

 

  



9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） 13日、27日 ②コース（木曜日） 14日、28日 ③コース（金曜日） 1日、15日、29日

④コース（水曜日） 6日、20日 ⑥コース（金曜日） 8日、22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） 8日、22日 ②コース（水曜日） 13日、27日

③コース（金曜日） 1日、15日、29日 ④コース（水曜日） 6日、20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） 7日、21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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9月9日
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9月11日

9月13日

9月16日
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9月25日
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9月30日

土

日
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水

土

日

月

水

土

日

水

日

月

水
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11:00～11:25

10:30～10:50

11:00～11:25

14:00～15:30

15:00～15:20

11:00～11:50

17:00～18:00

11:00～11:50

14:00～15:40

15:00～15:20

11:00～11:25

11:00～11:25

15:00～15:20

11:00～11:25

14:00～16:00

15:00～15:20

11:00～11:25

月　日　 曜日　　 時     間　　　　　             　　　　 行　事　内　容                            　　    場　所

上映会「日本の昔ばなし」いくさはやめた ほか

       おはなし会

上映会「日本の昔ばなし」天福地福 ほか

上映会「拳銃の町」 主演：ジョン・ウェイン

        ぴよぴよおはなし会

上映会「まんが世界昔ばなし」 いわんのばか ほか

アイリッシュハープによるライブラリー・コンサート

上映会「まんが世界昔ばなし」 ロビンフッドのぼうけん ほか

上映会「断崖」 主演：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」 町のねずみと田舎のねずみ ほか

上映会「日本の昔ばなし」 蛇息子 ほか

        ぴよぴよおはなし会

上映会「日本の昔ばなし」 味噌買い橋 ほか

上映会「長州ファイブ」キャスト：松田龍平 ほか

　　　ぴよぴよおはなし会

上映会「日本の昔ばなし」 笠地蔵 ほか

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

図書館フロア内

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

おはなしのへや

スタジオC

　
○大歳地域　　9月1日（金）  10：00～12：00 　場所：大歳地域交流センター  

〇吉敷地域　　9月4日（月）  10：00～12：00 、14：00～16：00  　場所：吉敷地域交流センター   

〇大内地域　　9月7日（木）、8日（金） 10：00～12：00　場所：大内地域交流センター

〇平川地域　　9月14日（木）10：00～12：00、14：00～16：00　場所：平川地域交流センター

  

　   　　　　　

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：9月3日（日）10:30～       
　　※次回は、10月1日（日）の予定です。
　　　   　　　　　


