
1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

「絶望の歌を唄え」

堂場 瞬一 著  角川春樹事務所

「キネマの天使」

赤川 次郎 著  講談社

「そのバケツでは水がくめない」

飛鳥井 千砂 著　祥伝社

「葵の残葉」

奥山 景布子 著  文藝春秋

「俺はエージェント」

大沢 在昌 著　小学館　

「天翔ける」

葉室 麟 著　KADOKAWA

「嘘」

村山 由佳 著  新潮社

「信長を生んだ男」

霧島 兵庫 著　新潮社

「ソバニイルヨ」

喜多川 泰 著　幻冬社

「ハリケーン」

高嶋 哲夫 著　幻冬社

「仮面の君に告ぐ」

横関 大 著　講談社

「サハラの薔薇」

下村 敦史 著　KADOKAWA

「背中、押してやろうか？」

悠木 シュン 著　双葉社

「カーテンコール！」

加納 朋子 著　新潮社

「架空の犬と嘘をつく猫」

寺地 はるな 著　中央公論新社

今回の企画展示「こいぶみ」では、文豪たちによる恋愛小説や、

恋愛書簡（ラブレター！）を中心に本を集めてみました。

今日からでも恋文に使えそうな（！？）作中の名言をピックアップ

し、書評もしています。ぜひバレンタインチョコ、ホワイトデーの

チョコに添えて、意中の彼・彼女に……

貸出中の本はご予約もしていただけます。お気軽にカウンターまで

お申し出ください。

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

　

　

 中央図書館企画展示　こいぶみ

　　

 

　

中央図書館が所蔵する地域資料をひも解いて、昔の山口市の
姿を振り返るワークショップを開催します。
昔の山口市の様子や出来事、流行語、話題になった映画など、
いろんなことを調べてみませんか？
資料の探し方などのナビゲートは図書館職員が行います。

【第1回】
　　テーマ：昭和の終りから平成へ（約30年前の世の中は？）
　　日　時：平成30年2月25日（日）14：00～１５：３０
【第２回】
　　テーマ：中也が生まれた頃の時代へ（約100年前の世の中は？）
　　日  時：平成30年3月12日（日）14：00～１５：３０
        
   　場  所：ボランティア室(中央図書館内）
   　人  数：15名程度(先着順）

   ※いずれかのみの参加もOK　お気軽にお越しください。

中央図書館・トネリコ共催事業

 やまぐち歴史講座２０１７
 盛況のうちに終了しました

展示期間：平成30年1月26日（金）～平成30年3月21日（水）

　

　

2月カレンダー

※11日（祝日）、12日（振替休日）は開館します

※2月27日～3月6日 蔵書点検のため閉館します

山口市立中央図書館友の会トネリコ 　

　山口市立中央図書館友の会トネリコは、中央図書館が、利用者の

学びの場、交流の場として発展していくことを応援していく会です。

図書館のサポーター組織として、自主的に運営されて

おり、今回のような講座を企画したり、図書館まつり

の運営に参画するなど、積極的に活動していただいて

います。「トネリコ」の名前は、中央図書館の中庭に

植えてある「シマトネリコ」の木からとったものです。

　会員も随時募集しています。

 図書館でタイムスリップ

今年度、3回シリーズで開催したやまぐち歴史講座。1月20日（土）

の最終回は、「図書館薩長同盟」講演会と銘打ち、鹿児島市立図書館

とのコラボイベントとして開催しました。

講師には、鹿児島市の尚古集成館松尾千歳氏、山口市の郷土史家、

松前了嗣氏のお二人をお招きし、講演と対談を行っていただきました。

400人満席の観客の中、薩長同盟締結から、倒幕、明治維新へとつな

がる時代の変遷ついて、鹿児島、山口双方の視点から、熱く語ってい

ただきました。

今年はいよいよ明治維新150年という記念すべき年を迎えます。

中央図書館では、引き続きやまぐち歴史講座のシリーズを開催します

ので、お楽しみに。



2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） 7日、21日 ②コース（木曜日） 8日、22日 ③コース（金曜日） 9日、23日

④コース（水曜日） 14日、28日 ⑥コース（金曜日） 2日、16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） 2日、16日 ②コース（水曜日） 7日、21日

③コース（金曜日） 9日、23日 ④コース（水曜日） 14日、28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） 1日、15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「よりぬき　キテレツ大百科」　 

　　　おはなし会

上映会「よりぬき　キテレツ大百科」

上映会　美の巨人たち モネ日傘をさす女 / エルグレコ　聖衣剥奪

　　　  ぴよぴよおはなし会

          ぴよぴよおはなし会

上映会「世界名作劇場」　ロミオの青い空　前編

上映会「世界名作劇場」　ロミオの青い空　後編

上映会「映像100年史日本の記録 28」 対立と混迷          

          ぴよぴよおはなし会

上映会「世界名作劇場」 名犬ラッシー　前編

上映会「世界名作劇場」 名犬ラッシー　後編

上映会「ある歌い女の思い出」 監督・脚本：ムフィーダ・トゥラートリ

　　

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C

　
 

　　

　　　　

○おはなし会
　日時：2月4日（日）10:30～       
　　※次回は、3月11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　２月５日（月）　１４：００～１５：３０ 　山口市保健センター

仁保地域　　　　２月９日（金）　１０：００～１１：００　いっぽ・仁保・さんぽ 

宮野地域　　　　２月１６日（金）１０：００～１２：００　宮野地域交流センター

湯田地域　　　　２月１９日（月）１４：００～１５：３０　山口市保健センター

陶・鋳銭司・名田島・秋穂二島地域

　　　　　　　　２月２６日（月）１０：００～１１：００　二島つどいのひろばあそぼう家

  

　   　　　　　


