
11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

12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

「太閤私記」

花村 萬月 著  講談社

「双生児」

折原 一 著  早川書房

「ミステリークロック」

貴志 祐介 著  KADOKAWA

「毒母ですが、なにか」

山口 恵以子 著  新潮社

「覆面作家」

大沢 在昌 著  講談社

「架空論文投稿計画」

松崎 有理 著　光文社

「くちなし」

彩瀬 まる 著　文藝春秋

「人間タワー」

朝比奈 あすか 著 文藝春秋

「光の犬」

松家 仁之 著 新潮社　

「蒼玉の令嬢」

荒井 修子 著　河出書房新社

「さくら、うるわし」

長野 まゆみ  著  KADOKAWA

「地獄の犬たち」

 深町 秋生 著 KADOKAWA

「ミ・ト・ン」

小川 糸 著　白泉社

「西郷どん！」 前編・後編

 林 真理子 著　KADOKAWA

「さよなら僕らのスツールハウス」

岡崎 琢磨 著　KADOKAWA

「満天のゴール」

藤岡 陽子 著　小学館

「オペレーションＺ」

 真山 仁 著　新潮社　

「たゆたえども沈まず」

原田マハ 著　幻冬舎

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

　

　

   絵本の読み聞かせボランティア養成講座

　　

山口市立中央図書館×山口市歴史民俗資料館

司書と学芸員に聞いてみよう！　
               ～図書館・博物館の仕事～

図書館や博物館・資料館の仕事って実際どんなかんじなの…？

これから進路を考える皆さんに、とっておきの現場情報をお話し

します！

日時　平成２９年１２月１０日（日） １４：００～１５：００

場所　山口情報芸術センター（中央図書館） ２階　多目的室

定員　３０人

対象　中学生・高校生

※申込み不要、先着順

※参加者には歴史民俗資料館業務体験チケットプレゼント

   図書館からもささやかなプレゼントがあります

　

　

　　

 

【基礎編】

　日時　　平成29年12月7日（木）14:00～15:30

　場所　　山口情報芸術センター　多目的室

　定員　　20人程度（先着順）

【応用編】

　日時　　平成29年12月14日（木）14:00～15:30

　場所　　山口情報芸術センター　多目的室

　定員　　20人程度（先着順）

■申し込み方法　　

電話、ハガキ、メール、FAXにて、〒住所、氏名、

電話番号を明記の上、中央図書館までお申込ください。

※基礎編、応用編どちらか一方のみの申し込み、両方

の申し込みいずれも可能

中央図書館を会場として、絵本の読み聞かせボランティア養成

講座を開催します。基礎編は、歌があるお話の読み方などを学

びます。応用編は、著作権のことなどを学びます。この機会に

地域や学校等で読み聞かせをする際に役立つ技術を取得してみ

ませんか。

※23日（土）は祝日開館します

12月カレンダー

　

  企画展示　めりくり。 クリスマス市になっちゃえ！

今月の企画展示は、クリスマスに関する本を集めました！

市内各地で、イルミネーションが飾られたり、クリスマス

ソングの演奏をしたり、今年もさまざまなイベントが目白

押しです。ぜひ図書館の企画展示もご覧ください。

かわいいオリジナルしおりも配布しています。

　展示期間：平成29年12月25日（月）まで

　　

 

  



12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） 6日、20日 ②コース（木曜日） 7日、21日 ③コース（金曜日） 8日、22日

④コース（水曜日） 13日、27日 ⑥コース（金曜日） 1日、15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） 1日、15日 ②コース（水曜日） 6日、20日

③コース（金曜日） 8日、22日 ④コース（水曜日） 13日、27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） 14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
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月　日　 曜日　　 時     間　　　　　             　　　　 行　事　内　容                            　　    場　所

上映会「日本の昔ばなし」闇を裂く雄叫び ほか

　　　おはなし会

上映会「まんが世界昔ばなし」 三色すみれ ほか

上映会「美の巨人たち」 ボッティチェリ VS レオナルド・ダ・ヴィンチ

　　  ぴよぴよおはなし会

読み聞かせボランティア養成講座　基礎編

上映会「世界名作劇場」 トラップ一家物語　前編

上映会「世界名作劇場」 トラップ一家物語　後編

司書と学芸員に聞いてみよう！　

上映会「映像100年史日本の記録」26  ロッキード事件

        ぴよぴよおはなし会

読み聞かせボランティア養成講座　応用編

おはなしひろば クリスマススペシャル

上映会「汚れなき悪戯」監督：ラディスラオ・バホダ

         ぴよぴよおはなし会

上映会「まんが世界昔ばなし」 クリスマスの贈りもの ほか

上映会「フランダースの犬」監督：ケビン・ブロディ

　　　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

多目的室

スタジオC

スタジオC

多目的室

スタジオＣ

おはなしのへや

多目的室

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

　
 

　

　

　　　　

○おはなし会
　日時：12月3日（日）10:30～       
　　※次回は、1月7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。

〇小鯖地域　　　　12月1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　12月4日（月）  10：00～11：30　 場所：嘉川地域交流センター

  

　   　　　　　


