
2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

「夜更けの川に落葉は流れて」

西村 賢太 著  講談社

「護られなかった者たちへ」

中山 七里 著  NHK出版

「僕と彼女の左手」

辻堂 ゆめ 著　中央公論新社

「玄鳥さりて」

葉室 麟 著  新潮社　

「刑事の怒り」

薬丸 岳 著　講談社

「ナイス★エイジ」

鴻池 留衣 著  新潮社

「小説禁止令に賛同する」

いとう せいこう 著　集英社

「雪子さんの足音」

木村 紅美 著　講談社

「口笛の上手な白雪姫」

小川 洋子 著　幻冬舎

「棲月」

今野 敏 著　新潮社

「百年泥」

石井 遊佳 著　新潮社

「ヒトごろし」

京極 夏彦 著　新潮社

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

　

　

 対面朗読サービスを利用してみませんか？

　　

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～

3月カレンダー

※21日（水）は祝日開館します

※2月27日～3月6日 蔵書点検のため閉館します

ボランティアグループ愛メイトでは、視覚障がいがある方を対象に

対面朗読サービスを行っていますが、今回、通常の本の文字が読み

にくいと感じている方へのサービス拡大を試行します。

下記の日程で、実施しますので、ご希望の方は、2週間前までに電話か

窓口で予約をしてください。　

　こどもから大人まで幅広い世代に愛され、児童文学の

第一線で活躍する作家の工藤純子さん、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人が

山口市立中央図書館に集結。「図書館」をテーマとして

挑んだリレー小説『ぐるぐるの図書室』（講談社）の

誕生の秘密を、トークライブで語っていただきます。

　5人の児童文学作家の方が勢ぞろいするまたとない

機会です。ぜひご来場ください。

日時：平成30年3月17日（土）14:00～（13:00 開場）

場所：山口情報芸術センタースタジオA

対象：小学生以上

定員：400人（当日先着順、入場無料）

　　　

朗読ボランティアグループ　愛メイトへのお誘い 　

　「愛メイト」は山口市立中央図書館内で、対面朗読サービス

を行っているボランティアグループです。

    対面朗読サービスは、毎月第1、３木曜日の午前中を中心に

活動しています。また毎月研修会も行っています。

　現在、愛メイトでは、一緒に活動していただ

ける方を募集しています。ご興味のある方は、

図書館へお問い合わせください。　日程：4月16日（月）、5月21日（月）、6月18日（月）

　※時間は、いずれも10:00～12:00 、13:00～15:00

   ※おひとり2時間以内

　　　



3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、30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、30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、29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

　　　ぴよぴよおはなし会
上映会「世界名作劇場」七つの海のティコ　前編 

　　　おはなし会

上映会「世界名作劇場」 七つの海のティコ　後編

上映会　鶴は翔んでいく　監督：ミハイル・カラトーゾフ

図書館でタイムスリップ　約100年前の世の中は？

　　　ぴよぴよおはなし会

上映会「まんが世界昔ばなし」 カルメン　ほか

トークイベント『ぐるぐるの図書室』誕生の物語

上映会「まんが世界昔ばなし」 愛の一家  ほか

上映会「映像100年史日本の記録 29」 劇場犯罪そしてバブル

　　    ぴよぴよおはなし会

上映会「世界名作劇場」 家なき子レミ　前編

上映会「世界名作劇場」 家なき子レミ　後編          

上映会　シベリヤ物語　監督・原作：イワン・ヴィリエフ

　　　 ぴよぴよおはなし会

上映会「まんが世界昔ばなし」 あしながおじさん  ほか

　　

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

図書館フロア内

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

スタジオC

おはなしのへや

スタジオC

　
 

　

　

　　　　

○おはなし会
　日時：3月11日（日）10:30～       
　　※次回は、4月1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　3月8日（木）・9日（金）  10：00～12：00 　場所：大内地域交流センター   

〇吉敷地域　3月12日（月）  10：00～12：00　 場所：吉敷地域交流センター

〇平川地域　3月15日（木）  10：00～16：00　 場所：平川地域交流センター

〇大歳地域　3月16日（金）  10：00～16：00　 場所：大歳地域交流センター

  

　   　　　　　


