
10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。
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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

「踊る星座」

青山 七恵 著  中央公論新社

「トップリーグ」

相場 英雄 著  角川春樹事務所

「宗麟の海」

安部 龍太郎 著  NHK出版

「ジゼル」

秋吉 理香子 著  小学館

「ホワイトラビット」

伊坂 幸太郎 著  新潮社

「琥珀の夢」上・下

伊集院 静 著　集英社

「千の扉」

柴崎 友香 著　中央公論新社

「青い花」

瀬戸内 寂聴 著 小学館

「花になるらん」

玉岡 かおる 著　新潮社

「エッグマン」

辻 仁成 著　朝日新聞出版

「消えない月」

畑野 智美 著  新潮社

「アナログ」

 ビートたけし 著 新潮社

「波濤の城」

五十嵐 貴久 著　祥伝社

「地の星」

 伊吹 有喜 著　ポプラ社

「翻弄」

上田 秀人 著　中央公論新社

「カシス川」

荻野 アンナ 著　文藝春秋

「墨の香」

梶 よう子 著　幻冬舎　

「愛のかたち」

岸 惠子 著　文藝春秋

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

　

　

   第14回 山口市立中央図書館まつり

　　

絵本作家 いしかわこうじさん
クリスマスイベント

「おめんです」などの絵本でおなじみの絵本作家いしかわこうじ

さんを山口市にお招きして、クリスマスイベントを開催します。

　

　

　　

 

 

11月カレンダー

※3日（金）、23日（木）は祝日開館します

■「べっぴんしゃん」の影絵をみよう　10:30～11:30

■ わくわく絵本ひろばエフエム山口のパーソナリティによる

　 楽しい読み聞かせ＆音楽会

　  　第1部　13:00～14:00 第2部　14:15～14:45

日時：平成29年11月11日（土） 10:00～16:00

場所：山口市立中央図書館、山口情報芸術センター

今年の図書館まつりは、エフエム山口のパーソナリティによる

「わくわく絵本ひろば」、山口県立大学の学生のみなさんの企

画によるすごろくゲームなどイベント盛りだくさんです。ぜひ

ご家族お誘いあわせの上、中央図書館へお越しください。

■ ブックリサイクル（古本市）　10:00～14:00

■ しおりづくりとおはなし会 14:30～16:00

■ 点字で名刺をつくろう　10:00～14:30

■ 対面朗読体験　10:00～14:30

■ みんなでもみじの木をつくろう～　11:30～16:00 

■ 異国道中膝栗毛　12:00～16:00

■ トライアドベンチャー リブロー神殿の秘法 12:00～16:00

■ ぶっくんにのってみよう　10:00～15:00 

【午前の部】　いしかわこうじ絵本ライブ

時間　１０：３０～１１：３０

場所　山口情報芸術センター　スタジオＣ

定員　100名程度　（申し込み不要　先着順）

【午後の部】　ワークショップ
　　　　　　　ペーパーわんこ DE クリスマス！

時間　１３：３０～１５：００ 

場所　山口情報芸術センター　多目的室 

定員　30名程度　（未就学児～小学生）

※午後の部は、定員に達しましたので、受付を終了しました。

　キャンセルがあれば、当日先着順にて受付を行いますので、

　イベント当日（11月25日）にお電話でお問合せください。

　

　　

日程：平成29年11月２５日（土）



11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） 8日、22日 ②コース（木曜日） 9日、23日 ③コース（金曜日） 10日、24日

④コース（水曜日） 1日、15日、29日 ⑥コース（金曜日） 3日、17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） 3日、17日 ②コース（水曜日） 8日、22日

③コース（金曜日） 10日、24日 ④コース（水曜日） 1日、15日、29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（木曜日） 2日、16日、30日

○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

11月1日

11月4日
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11月8日

11月11日

11月12日

11月13日

11月15日

11月18日

11月19日

11月20日

11月22日

11月25日

11月26日

11月27日

11月29日
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15:00～15:20

11:00～11:25

10:30～10:50

11:00～11:50

14:00～14:50

15:00～15:20

10:00～16:00

11:00～11:50

14:00～15:00

15:00～15:20

11:00～11:45

11:00～11:45

14:00～15:40

15:00～15:20

10:30～11:30

13:30～15:00

10:30～12:00

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」ヤマタノオロチ ほか

　　　おはなし会

上映会「まんが世界昔ばなし」  さいごの一葉

上映会「美の巨人たち」 フェルメール　牛乳を注ぐ女／ミレー　晩鐘

　　  ぴよぴよおはなし会

第14回山口市立中央図書館まつり

上映会「まんが世界昔ばなし」 トロイの木馬 ほか

上映会「映像100年史日本の記録」 25 田中角栄とその時代

　　　ぴよぴよおはなし会

上映会「世界名作劇場」ピーターパンの冒険  前編

上映会「世界名作劇場」ピーターパンの冒険  後編

上映会「バターンを奪回せよ」キャスト：ジョン・ウェイン 他

         ぴよぴよおはなし会

いしかわこうじ　絵本ライブ

ワークショップ　ペーパーわんこ DE クリスマス！ 

ビブリオ応援団！ レノファ選手と本で交流しよう

上映会「若草物語」キャスト：キャサリン・ヘプバーン

　　　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

館内各所

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

多目的室

スタジオC

スタジオC

おはなしのへや

　
 

　

　

　　　　

○おはなし会
　日時：11月5日（日）10:30～       
　　※次回は、12月3日（日）の予定です。
　　　   　　　　　

 ～赤ちゃんと絵本を楽しむ～ 

　　 ブックスタート体験会
　

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。

○白石・大殿地域　　11月6日（月）  14：00～15：30 　場所：山口市保健センター  

〇宮野地域　　11月17日（金）  10：00～12：00 　場所：宮野地域交流センター   

〇湯田地域　　11月20日（月） 14：00～15：30　場所：山口市保健センター

  

　   　　　　　


