
3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

「ディレイ・エフェクト」

宮内 悠介 著  文藝春秋

「定年オヤジ改造計画」

垣内 美雨 著  祥伝社

「沸点桜（ボイルドフラワー）」

北原 真理 著　光文社

「雲上雲下」

朝井 まかて 著  徳間書店　

「私はあなたの記憶のなかに」

角田 光代 著　小学館

「死の島」

小池 真理子 著  文藝春秋

「スイート・ホーム」

原田 マハ 著　ポプラ社

「ぼくがきみを殺すまで」

あさの あつこ 著　朝日新聞出版

「スタア誕生」

金井 美恵子 著　文藝春秋

「イザベルに薔薇を」

伊集院 静 著　双葉社

「そして、バトンは渡された」

瀬尾 まいこ 著　文藝春秋

「長く高い壁」

浅田 次郎 著　KADOKAWA

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

　

　

  企画展示　NORDIC
    ～Nordicって北欧の意味です～　

　　

※２９日はこどもワイワイ図書館

平昌オリンピックで北欧の選手たちが活躍していた姿は、記憶に新しい

と思います。皆さんの北欧のイメージは、どのようなものですか？

まだまだ知らない北欧を見つけていただける資料を今回は集めてみました。

探究心を満たすお手伝いができますように。　

　ふだんは静かな図書館ですが、この日だけは地域の子どもたちがおおはしゃぎ。

  絵本の読み聞かせやさまざまなイベントで、笑い声のあるにぎやかな空間に変わる

  こどもワイワイ図書館を市立図書館全館で開催します。

　中央図書館でも、多彩なプログラムを用意して、

   皆さんのお越しをお待ちしています。

日時：平成30年４月２９日（日）1０：００～

展示期間：平成30年3月23日（金）～4月25日（水）

 

4月カレンダー

 こども企画展示
 あたらしいってすてきだね

まちどおしかった春がやってきました。

新しいことに出会える季節。

すてきな毎日のおともに、図書館の本はいかがですか？

　
展示期間：平成30年3月23日（金）～4月25日（水）

　親子で一緒に落語会

　～子どもだって落語は楽しい！～

　山口大学落語研究会のみなさんによる

　落語や、大喜利、落語体験など

　読み聞かせ（おはなし会）＆ミニ音楽会

　毎年恒例になった、エフエム山口のパーソナリティのみなさんと

　エレクトーン奏者三輪あずささんによる企画です。

　みなさんからリクエストのあった絵本を大きなスクリーンに映し、

　エレクトーンの音に合わせて読み聞かせを行います。

　輪ゴム銃をつくってみよう!

　完成したら、マト当てゲームに参加してね

　素敵な商品がもらえるかも！？

　はにわを作ろう！

県立博物館の学芸員を講師に

迎え、ねんどを使って、

はにわをつくります

　アオムシくんをつくってみよう

　国立山口徳地青少年自然の家の

　スタッフのみなさんによる

　アオムシくんのクリップづくり

　どなたでも参加できます　※事前申し込み制

　　　　　（小学生以上 20名）

祝日開館します

　おはなし会＆カブトづくり

　図書館職員による楽しいおはなし会と

　カブトづくりです。



4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） 4日、18日 ②コース（木曜日） 5日、19日 ③コース（金曜日） 6日、20日

④コース（水曜日） 11日、25日 ⑥コース（金曜日） 13日、27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） 13日、27日 ②コース（水曜日） 4日、18日

③コース（金曜日） 6日、20日 ④コース（水曜日） 11日、25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） 12日、26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

　　　おはなし会
上映会「映像100年史日本の記録 30」 昭和の終焉

　　　ぴよぴよおはなし会

上映会「まんが世界昔ばなし」 トムソーヤの冒険　ほか

上映会「まんが世界昔ばなし」 オズの魔法使い　ほか

上映会「猿人 ジョーヤング」キャスト：ベンジョンソン ほか

　　　ぴよぴよおはなし会

上映会「宮西達也劇場」 １　おまえうまそうだな　ほか

上映会「宮西達也劇場」 ２　あなたをずっとあいしてる　ほか

上映会「映像100年史日本の記録 31」 平成の憂鬱

　　　 ぴよぴよおはなし会

上映会「まんが世界昔ばなし」 クオレ・愛の学校　ほか

上映会「まんが世界昔ばなし」 冒険シンドバッド　ほか

上映会「カラー・オブ・ハート」 キャスト：トビー・マグワイア  ほか

　　    ぴよぴよおはなし会

上映会「まんが世界昔ばなし」 ピノキオの冒険

こどもワイワイ図書館

　　

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

館内各所

　
 

　

　

　　　　

○おはなし会
　日時：4月1日（日）10:30～       
　　※次回は、5月6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　　　　4月6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　4月9日（月）  10：00～11：00　 場所：嘉川地域交流センター

  

　   　　　　　


