
5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

■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　

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

　

6月カレンダー

　

「好きなおはなしの絵」を展示します 企画展示

こども企画展示　そら

　「子ども読書の日」、「こどもの読書週間」にあわせ、「好きなお
はなしの絵」を募集したところ、山口市立図書館全体で、
3257点の作品が集まりました。たくさんのご応募をいただきあり
がとうございました。
ご応募いただいた作品は、下記のとおり各図書館で展示を行
いますので、ぜひご来館ください。また、学校ごとの詳しい展示
スケジュールは、ホームページでご確認ください。

○中央図書館　　 6/11（月）～11/18（日）
○小郡図書館　　 6/16（土）～11/9（金）
○秋穂図書館　　 7/3（火）～10/28（日）
○阿知須図書館　6/12（火）～8/22（水）
○徳地図書館　　 6/14（木）～7/31（火）
○阿東図書館　　 6/12（火）～7/12（木）

　6月10日は、何の日かご存知ですか︖
　飛鳥時代（671年）に「天智天皇が、漏刻
（水時計）を設け、鐘を鳴らして時間を告げ
た。」と日本書紀に記録が残っていることから、
大正9年（1920年）、時間を尊重・厳守し、
生活の改善・合理化を進めることを目的とし
て、6月10日が「時の記念日」に制定されたそ
うです。普段当たり前のように時間を活用してい
ますが、そもそも「時間」とは何でしょうか︖今回
の企画展示は、「時間」に関する本を集めてま
す。ぜひご覧ください。

青いそらを見上げてみよう。なにが見えるかな︖
そらのもっともっと向こうには、なにがあるんだろう︖
あれ︖そらからなにか降ってきたよ︕
そらのふしぎをさがしてみよう。

展示期間︓5月25日（金）～6月27日（水）

「戦国日本と大航海時代」
　平川　新　著　　中央公論新社
「日本の国難」
　中原　圭介　著　　講談社
「NO.1エコノミストが書いた世界一わかりやすい為替の本」
　上野　泰也　編著　　かんき出版
「ママの世界はいつも戦争」
　杉浦　由美子　著　　ベストセラーズ
「保育をゆたかに絵本でコミュニケーション」
　村中　李衣　著　　かもがわ出版

「小さなカフェのはじめ方」
　Business Train　著　　河出書房新社
「カットバック」
　今野　敏　著　毎日新聞出版
「奪うは我なり　朝倉義景」
　吉川　永青　著　　KADOKAWA
「小説木戸孝允　上下」
　中尾　實信　著　鳥影社
「明日への一歩」
　津村　節子　著　河出書房新社

「認知症を堂々と生きる」
　宮本　礼子　著　　中央公論新社
「がんで余命ゼロと言われた夫の命を延ばす台所」
　神尾　真木子　著　　幻冬舎
「YouTube Perfect GuideBook」
　タトラエディット　著　　ソーテック社
「ニッポン駄菓子工場」
　Beretta　著　　雷鳥社
「地域プロデュース、はじめの一歩」
　山納　洋　著　　河出書房新社

展示期間︓5月25日（金）～6月27日（水）

図書館からのお願い

梅雨に入りましたね。本は水にぬれたり、
湿気を多く含むと変形してしまうことがあるので、
ご注意ください。
また、CDやDVD、ビデオは熱に弱いため、
高温になりやすい車内に長く置かないよう
お願いします。
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6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

  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） 13日、27日 ②コース（木曜日） 14日、28日 ③コース（金曜日） 1日、15日、29日

④コース（水曜日） 6日、20日 ⑥コース（金曜日） 8日、22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） 8日、22日 ②コース（水曜日） 13日、27日

③コース（金曜日） 1日、15日、29日 ④コース（水曜日） 6日、20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） 7日、21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）
○おはなし会
　日時︓6月3日（日）10:30～       
　　※次回は、7月1日（日）の予定です。
　　　　
　　　   　　　　　

場所：おはなしのへや

月　日　 　曜日　　 時     間　　　　　             　　　　 行　事　内　容                            　　    場　所

 ～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。

〇吉敷地域　6月4日（月）10︓00～12︓00/14︓00～16︓00
〇大内地域　6月7日（木）・8日（金）10︓00～12︓00
〇平川地域　6月14日（木）10︓00～12︓00/14︓00～16︓00
〇大歳地域　6月15日（金）10︓00～12︓00/14︓00～16︓00
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11:00～11:50
14:00～15:30
15:00～15:20
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15:00～15:20
11:00～11:50
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14:00～16:00
15:00～15:20
11:00～11:50
11:00～11:50
14:00～15:10
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11:00～11:30

スタジオC
おはなしのへや
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おはなしのへや
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世界めいさく童話　３びきの子ぶた　ほか
　　おはなし会
なかよしおばけ おばけ 空をとぶ　ほか
第３逃亡者　監督：アルフレッド・ヒッチコック
　　ぴよぴよおはなし会
世界めいさく童話　赤ずきんちゃん　ほか
日本むかし話　一休さん　ほか
次郎長三国志　〔２００８〕 キャスト：中井貴一／鈴木京香
　　ぴよぴよおはなし会
よりぬき キテレツ大百科 １　ワガハイがチンチン電車だった頃 ほか
よりぬき キテレツ大百科 １　大どろぼう登場！その名は注射ジョー ほか
グッドモーニング・バビロン！　監督・脚本：パオロ＆ヴィットリオ・タヴィアーニ
　　ぴよぴよおはなし会
よりぬき キテレツ大百科 ４　ブタゴリラもウルウル！黒板の中のママ ほか
よりぬき キテレツ大百科 ４　指名手配！恋の落書きボンネットバス ほか
漂泊の俳人　種田山頭火　１　山頭火の生涯
　　ぴよぴよおはなし会
こてんこてんこ ４　仮面をかぶって大混乱　ほか

場所︓各地域交流センター


