
1２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

「Dの遺言」

柴田 哲孝 著  祥伝社

「ドレス」

藤野 可織 著  河出書房新社

「インフルエンス」

近藤 史恵 著　文藝春秋

「リバース＆リバース」

奥田 亜希子 著  新潮社

「構造素子」

樋口 恭介 著　早川書房　

「異形のものたち」

小池真理子 著　KADOKAWA

「おもかげ」

浅田 次郎 著  毎日新聞出版

「意識のリボン」

綿矢 りさ 著　集英社

「いのち」

 瀬戸内 寂聴 著　講談社

「飼う人」

柳 美里 著　文藝春秋

「花のお江戸で粗茶一服」

松村 栄子 著　ポプラ社

「カネと共に去りぬ」

久坂部 羊 著　新潮社

「破滅の王」

上田早夕里 著　双葉社

「火定」

澤田 瞳子 著　PHP研究所

「逃亡刑事」

中山 七里 著　PHP研究所

日本政策金融公庫との連携事業として、女性起業家を対象とした

フォローアップセミナー＆交流会を開催します。

起業における図書館の活用方法や日本公庫の創業支援メニューに

ついての説明を行うとともに、中小企業診断士である岩崎美紀氏を

招き、SNSの上手な利活用方法を分かりやすく説明する講演会を開

催します。このほか、グループワークにおける参加者同士の交流会

や日本公庫の職員との個別相談（事前予約制）も行います。

日時：平成30年1月28日（日） 13:00～17:00

場所：山口情報芸術センター 多目的室

定員：３０名（当日先着順）　参加無料

対象：起業に関心のある女性、創業を考えている女性、

　　　創業されて間もない女性

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

　

　 お楽しみ読書袋　第7弾！

 女性起業家フォローアップセミナー＆交流会

　　

お楽しみ読書袋 第7弾 を1月4日（木）から貸出開始します。　

テーマごとに図書館職員が本をセレクトしていますので、

お好みのものをお選びください。

どんな本が入っているかはお楽しみ！

　

　

 

　

鹿児島市立図書館と山口市立中央図書館、山口市歴史民俗
資料館のコラボ事業として、「薩長同盟その後　～倒幕の
流れを加速させたふたつの雄藩～」と題した講演会を開催
します。薩長同盟締結後の長州、薩摩の両藩の動きにスポ
ットを当て、山口・鹿児島双方の講師による講演と対談を
行います。

演題：薩長同盟その後
          ～倒幕の流れを加速させたふたつの雄藩～
講師：松尾千歳氏（鹿児島市　尚古集成館館長）
         松前了嗣氏（山口市　郷土史家）

日時：平成３０年１月２０日（土）１４：００～１６：００
         ※開場１３：００
場所：山口情報芸術センター　スタジオＡ
定員：４００名（当日先着順）　入場無料

 

1月カレンダー

※8日（月）は祝日開館します

やまぐち歴史講座２０１７　図書館薩長同盟講演会

「薩長同盟その後
　～倒幕の流れを加速させたふたつの雄藩～」

テーマ：「大人に読んでほしい絵本」「表紙に魅了されました！」

「ほろ酔い気分で」「四季をめぐる」「偉人に生き方を学ぶ」

「昭和時代」「ワン（犬）だらけ」　など

　

　

 企画展示　揃います！花の2006年デビュー組

中央図書館では、3月に「揃います!花の2006年デビュー組～

『ぐるぐるの図書室』誕生の物語～」と題して、同書の著者である

工藤純子さん、菅野雪虫さん、濱野京子さん、廣嶋玲子さん、

まはら三桃さんの5名をお招きしたトークイベントを開催します。

今回、トークイベントに先立ち、5名の作品を一挙に展示します。

　

　

展示期間：平成29年12月27日（水）～平成30年1月24日（水）

　

　



1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） 10日、24日 ②コース（木曜日） 11日、25日 ③コース（金曜日） 12日、26日

④コース（水曜日） 17日、31日 ⑥コース（金曜日） 5日、19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） 5日、19日 ②コース（水曜日） 10日、24日

③コース（金曜日） 12日、26日 ④コース（水曜日） 17日、31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） 4日、18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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11:00～12:00

11:00～11:50
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11:00～11:50
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11:00～11:50

11:00～12:00

13:00～17:00
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月　日　 曜日　　 時     間　　　　　             　　　　 行　事　内　容                            　　    場　所

上映会「世界名作劇場」ブッシュベイビー　前編 

　　　おはなし会

上映会「世界名作劇場」 ブッシュベイビー　後編

　　　 ぴよぴよおはなし会

上映会「まんが世界昔ばなし」 白鳥の湖　ほか

上映会「まんが世界昔ばなし」 スーホーの白い馬　ほか

上映会「歴史秘話ヒストリア幕末編」2　高杉晋作　他

          ぴよぴよおはなし会

上映会「世界名作劇場」 ナンとジョー先生　前編

やまぐち歴史講座２０１７　図書館薩長同盟講演会

上映会「世界名作劇場」 ナンとジョー先生　後編

上映会「映像100年史日本の記録 27」 石油危機をこえて

　　    ぴよぴよおはなし会

上映会「まんが世界昔ばなし」 ねずみの嫁入り ほか

上映会「まんが世界昔ばなし」 ナイチンゲール物語 ほか          

女性起業家フォローアップセミナー＆交流会

上映会「偉大なるアンバーソン家の人びと」監督脚本：オーソンウェルズ

　　　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

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A

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

多目的室

スタジオC

おはなしのへや

　
 

　

　

　　　　

○おはなし会
　日時：1月7日（日）10:30～       
　　※次回は、2月4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。

〇大内地域　1月11日（木）・12日（金）  10：00～12：00 　場所：大内地域交流センター   

〇吉敷地域　1月15日（月）  10：00～16：00　 場所：吉敷地域交流センター

〇平川地域　1月18日（木）  10：00～16：00　 場所：平川地域交流センター

〇大歳地域　1月19日（金）  10：00～16：00　 場所：大歳地域交流センター

  

　   　　　　　


