
９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　

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

　

※８日（月）祝日開館します

10月カレンダー

　

山口市ブックスタート推進事業15周年記念講演会

図書館オペラ上映会　プッチーニ作曲
歌劇「トゥーランドット」（全曲）

　山口市では、生後5か月前後の赤ちゃんとその保護者を
対象に、絵本を通して親子が絆を深めることを目的として、
市民ボランティアのみなさんと「ブックスタート推進事業」を行っ
ています。今年15周年を記念し、講演会を開催します。

日　 時︓平成30年11月11日（日）
　10時30分～10時45分　山口市ブックスタート事業の概要説明
　10時45分～12時　黒井健さん講演会
場　 所︓山口情報芸術センター　スタジオＣ
対　 象︓山口市在住でブックスタートに興味のある方
定　 員︓100人（要事前申込）　参加費︓無料
申込方法︓中央図書館のサービスカウンター、または電話
で申し込み。先着順となります。
受付開始日︓10月19日（金）10時～
※講演会終了後、黒井健さんのサイン会を行います。ご希望の
方は黒井さんの著書をご持参ください。（1人1冊限り）
申込先・問合せ︓中央図書館 TEL︓083-901-1040

　荒川静香が宇野昌磨が銀盤で舞ったあの名曲、
大画面で楽しみませんか。
日　 時︓10月29日（月）14時～16時20分
場　 所︓山口情報芸術センター　スタジオC
定　 員︓100名（申込不要・当日先着順）
入場料︓無料

「旅する本の雑誌」
　本の雑誌編集部　著　　本の雑誌社
「生きて死ぬ力」
　石上　智康　著　　中央公論新社
「戦乱と民衆」
　磯田　道史　著　　講談社

「DVDでマスター︕サッカー鉄壁ディフェンス」
　岩政　大樹　著　　学研プラス
「「ふつうのおんなの子」のちから」
　中村　桂子　著　　集英社クリエイティブ
「絵本のこと話そうか」
　松田　素子　編　　KTC中央出版

「転職のまえに」
　中沢　孝夫　著　　筑摩書房
「発達障害の人の「私たちの就活」」
　発達障害者の自立・就労を支援する会 編　　河出書房新社
「親の介護でパニックになる前に読む本」
　結城　康博　著　　講談社

山口市立中央図書館×山口市歴史民俗資料館
やまぐち歴史講座2018　講演会

伊藤博文～近代日本の創設者～

日　時︓10月20日（土）14時～15時30分（開場13時）
場　所︓山口情報芸術センター　スタジオＡ
講　師︓小山　良昌 氏（毛利博物館顧問）
定　員︓350名（申込不要・当日先着順）
参加費︓無料
問合せ︓文化財保護課 ℡ 083-920-4111
　　　　　　中央図書館 ℡ 083-901-1040
※駐車場が大変込み合いますので、ご来場の際はなるべく
公共交通機関をご利用ください。

中央図書館関連イベント

「岩倉使節団の米欧回覧」上映会

　近代日本の進路を模索した岩倉使節団の632日の旅。
　岩倉具視、伊藤博文らは、何を見聞きし、体験し、どんなこと
を感じたのか。『特命全権大使　米欧回覧実記』にもとづき、約
150年前の旅を再現した画期的な作品。
日　時︓すべて14時から
　10月4日（木）上巻
　10月11日（木）下巻
場　所︓山口情報芸術センター　スタジオＣ
定　員︓100名（申込不要、当日先着順）

企画展示　「博文約礼」
期　間︓9月10日（月）～10月20日（土）

絵本画家・イラストレーター黒井 健さん講演会



10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） 3日、17日、31日 ②コース（木曜日） 4日、18日 ③コース（金曜日） 5日、19日

④コース（水曜日） 10日、24日 ⑥コース（金曜日） 12日、26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） 12日、26日 ②コース（水曜日） 3日、17日、31日

③コース（金曜日） 5日、19日 ④コース（水曜日） 10日、24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） 11日、25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︓10月7日（日）10:30～       
　　※次回は、11月3日（土）おはなしひろばの予定です。

場所：おはなしのへや

月　日　 　曜日　　 時     間　　　　　             　　　　 行　事　内　容                            　　    場　所

家庭で読まなくなった本をご提供ください

受付場所︓山口市立中央図書館、山口地域の各地域交流センター
受付期間︓10月10日（水）～11月12日（月）
対　　　象︓文庫本、単行本、コミックなどの状態が良好で頒布できるもの
※ご提供いただいた本は、11月17日（土）開催の図書館まつり「ブックリ
サイクル（古本市）」で活用させていただきます。
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14:00～16:10
15:00～15:20
14:00～15:30
11:00～11:30
10:30～10:50
15:00～15:20
14:00～15:20
11:00～11:40
11:00～11:40
14:00～15:20
15:00～15:20
11:00～12:00
11:00～11:50
14:00～15:50
15:00～15:20
11:00～12:00
11:00～12:00
14:00～16:20
15:00～15:20

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
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
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10月1日
10月３日
10月4日
10月6日
10月7日
10月10日
10月11日
10月13日
10月14日
10月15日
10月17日
10月20日
10月21日
10月22日
10月24日
10月27日
10月28日
10月29日
10月31日

古都　キャスト：山口百恵、三浦友和
　　ぴよぴよおはなし会
岩倉使節団の米欧回覧　上　企画：米欧亜回覧の会
こてんこてんこ　１　はじめてのパトロール　ほか
　　おはなし会
　　ぴよぴよおはなし会
岩倉使節団の米欧回覧　下　企画：米欧亜回覧の会
こびと観察入門　シボリ　カワ　ホトケ　アラシ編
こびと観察入門　ユキオト　ハタキ　イヤシ　アメ編
野菊の墓　キャスト：山口百恵、佐久田修
　　ぴよぴよおはなし会
こま撮りえいが　こまねこ 
よりぬきキテレツ大百科 ３ 勉三さんの家に出現！幻のバス停ナリ ほか
オールアバウトマイマザー 監督・脚本：ペドロ・アルモドバル
　　ぴよぴよおはなし会
ころわんのおはなし~ころわんとしろいくも ほか
ころわんのおはなし~ころわんがよういどん！ ほか
オペラ上映会　歌劇「トゥーランドット」（全曲）プッチーニ作曲
　　ぴよぴよおはなし会


