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＜おはなし会＞
●４日（水）　１１：００～
　　よちよちだっこのおはなし会（秋穂図書館）
●１１日（水）　１０：３０～
　　らんらんおはなし会（らんらんドーム）
●１８日（水）　１１：００～
　　わくわくおはなし会（秋穂図書館）
●２５日（水）　１０：３０～
　　にこにこおはなし会（コミュニティーセンター）

＜ブックスタート＞
●１０日（火）　１０：００～（保健センター）

休館日

『日経ヘルスプルミエ』休刊に伴い

『栗原はるみharu_mi』が新しく仲間入りしました。

栗原はるみさんは、１９９２年に出版された

『ごちそうさまが、ききたくて。』が料理本としては

ミリオンセラーという異例のセールスを記録しました。

また２００５年には第１０回世界グルマン料理本賞を
日本人で初めて受賞。

おいしくてやさしいはるみさんのレシピで、
すてきなお料理をたくさん作って食べてくださいね。

２月１４日はバレンタインデーですね。２月１４日はバレンタインデーですね。２月１４日はバレンタインデーですね。２月１４日はバレンタインデーですね。
みなさんは誰にチョコを渡しますか？みなさんは誰にチョコを渡しますか？みなさんは誰にチョコを渡しますか？みなさんは誰にチョコを渡しますか？
一般図書は甘いものに関する本の特集です。一般図書は甘いものに関する本の特集です。一般図書は甘いものに関する本の特集です。一般図書は甘いものに関する本の特集です。

チョコレートやスイーツのレシピもたくさんチョコレートやスイーツのレシピもたくさんチョコレートやスイーツのレシピもたくさんチョコレートやスイーツのレシピもたくさん
そろっています！小説で甘い気分に浸ってそろっています！小説で甘い気分に浸ってそろっています！小説で甘い気分に浸ってそろっています！小説で甘い気分に浸って
みるのもいいですね。みるのもいいですね。みるのもいいですね。みるのもいいですね。
児童書は２月３日の節分にちなんで児童書は２月３日の節分にちなんで児童書は２月３日の節分にちなんで児童書は２月３日の節分にちなんで
おにの本を紹介しています。おにの本を紹介しています。おにの本を紹介しています。おにの本を紹介しています。
こわ～いおに、やさしいおにこわ～いおに、やさしいおにこわ～いおに、やさしいおにこわ～いおに、やさしいおに
みなさんはどんなおにに出会えるかな？みなさんはどんなおにに出会えるかな？みなさんはどんなおにに出会えるかな？みなさんはどんなおにに出会えるかな？

山口市立図書館では、幕末を背景とした
歴史小説・時代小説の人気投票を行います。
対象となるのは、過去に日本で刊行されたこと
のある日本語の作品で、幕末という時代の中で
生きる人間たちを描いた小説です。史実に沿っ
た本格的な歴史小説ばかりでなく架空の人物が
活躍するエンターテイメントでもＯＫです。
応募用紙は図書館に置いてあります。また、
山口市立図書館のホームページからも参加でき
ます。応募者の中から抽選で素敵なプレゼントを
差し上げます。締め切りは２月１６日（月）です。
みなさんのご応募お待ちしております。
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※１２/２７～１/２４までの新刊の一例を載せています。
※毎週土曜日に新刊を入荷しております。詳しくは「新刊案内」をご覧ください。
※本が貸出中の場合は、予約をご利用下さい。予約の申込は、窓口の他、館内端末、インターネット（パスワード設定
が必要です）からもできます。

小峯 龍男／著 530 コ
機械工学の中から、“まずは、これだ
け”というポイントに絞り、ほとんど基
礎知識がない人でも理解できるように、
できる限りやさしく解説します。「とにか
く、基礎・基本から」という人に向けた
入門書。

古川 武士／著 159 フ

できる人は上手に力を抜いている！!

無用なストレスを減らし、より効率的

に成果を出すために、すべてに全力

投球する「完璧主義」思考から、努力

にメリハリをつける「最善主義」思考に

移行するための思考・行動の習慣を

伝授。

佐藤 蕗野／著 754 サ

筒の端から覗きこむと光が鏡に反射して、

さまざまな色や模様を作り出す万華鏡。

そんな万華鏡の世界を、切り紙で遊んで

みましょう。紙をかさねて楽しむ万華鏡

切り紙作品を、コピーして使える型紙と

ともに紹介します。

根本 幸夫／著 495 ネ

慢性的な疲れや冷え、生理痛など、病

院ではなかなか治らない不調をやさし

く癒やす漢方。その基本的な考え方を

解説するとともに、症状別おすすめの

食べ物や薬膳レシピ、ツボなどを紹介

します。

コナン ドイル／原作 時海結以／著

三谷幸喜／番組脚本 千葉／絵 F ト

イギリスの全寮制寄宿学校に転校して

きた15歳のワトソン。ルームメイトは、

天才的な推理力をもつ少年・ホームズ

だった…。少年探偵が事件に挑む! 三

谷幸喜がアレンジした人形劇の学園ド

ラマのノベライズ。

上田るみ子／さく 深田舞衣子／え

なばたとしたか／キャラクター 79 ウ

なにを食べても「おいしい!」となく動物は

なあに? 雪道を歩いても足あとがつかな

いのはだれ? 「こびとづかん」のこびとが

たくさん出てくるなぞなぞの本。まちがい

さがし、めいろ、こびと研究発表も掲載。

Ｆ ホ

人気作家たちによる短編の競演！

今野敏「眼力」、湊かなえ「優しい

人」、東川篤哉「ゆるキャラはなぜ殺

される」、笹本稜平「ベルちゃんの憂

鬱」など全13編を収録。

谷 瑞恵／著 Ｆ タ

「自分が死んだらこの手紙を投函し

てほしい」と親友の響子に託された

詩穂。やがて死を知った詩穂は手紙

を開封し、彼女の過去にまつわる事

件に巻き込まれてゆく…。心に響く

ハートフル・ミステリー。

越智文比古／著 BF オ

紋章師を養成するローウェン紋章学園の

少年レオンは、聖堂の地下で眠る“Y(ヨグ)

の娘”チェルシーと出会い、狂気と混沌の

運命に巻き込まれていく…。アンチ・ルー

プ・ファンタジー。

金子恵美／編著 366 ナ

第一線で活躍する人たちの生きた仕事現

場を取材するほか、保育士の世界を、歴

史や全体像、将来性も含めながら解説。

なるための適性や心構え、必要な資格や

進路なども紹介する。

国松エリカ／作 E ク

あんころ城のおとのさまは、お菓子が好き。

大きな大きなおはぎを作ってお彼岸のお墓

参りをしました。ところが、山のお城のおと

のさまは、おはぎを大砲の弾と見間違え…。

お菓子の好きなおとのさまの愉快な4つの

お話を収録。

キムファン／脚本 野村たかあき／絵

むかし、小さなお寺の和尚さまに、大切にさ

れていたねこのたまは「恩返しがしたいにゃ

あ」と考えていた。そこへ通りかかったお侍

が2人、たまに招かれるように、お寺で雨や

どりをすることに…。招き猫の由来がわかる

紙芝居。

早早早早いもので２０１５いもので２０１５いもので２０１５いもので２０１５年年年年は１ヶは１ヶは１ヶは１ヶ月月月月がががが過過過過ぎましたぎましたぎましたぎました。。。。徳地図書館徳地図書館徳地図書館徳地図書館ではではではでは昨年昨年昨年昨年よよよよ

りエアコンがりエアコンがりエアコンがりエアコンが故障故障故障故障しておりましたがしておりましたがしておりましたがしておりましたが今月今月今月今月からエアコンのからエアコンのからエアコンのからエアコンの改修工事改修工事改修工事改修工事がががが始始始始まままま
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「恋愛小説」 2/1～2/28
「鬼と妖怪」 2/1～2/15
「グルメな本」 2/24～2/28

「あまいもの、だいすき」 2/1～2/15
「めぐる命」 2/24～3/12

「うぃんたーすかい」 2/1～2/28
「にゃん・にゃん・にゃん」 2/1～2/28

１５日(日)１4：30～ 絵本の読み聞かせや
折り紙をします♪
時間は約30分間です。

10:00～10:40 徳地地域交流センター串分館
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）

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

10:20～11:00 柚野木小学校

平日 10：00～18：00
土日 9：00～17：00

月曜日と祝日は休館日です。

上記の一週間は蔵書点検のため、休館いたします。この間、貸出はできませんが、本・雑誌の返却に限り、

玄関のブックポストを利用できますので返却の際はこちらをご利用ください。ＡＶ 資料は返却ポストに入れず、

開館日にカウンターへ直接お持ちください。ご不便おかけしますが、よろしくお願いします。

※１６日（月）と２３日（月）は定休館日ですが、１７日（火）から２２日（日）は蔵書点検中なので職員は

おります。この期間、図書と雑誌の貸出延長処理は電話でお受けいたします。

※蔵書点検休館に伴い、２月３日（火）～８日（日）にかけて貸し出した本は、返却期限が通常の返却日を変

更して設定しますので貸し出しの時にお渡しするレシートで日付をご確認ください。

２月１６日（月）～２月２３日（月）

何かご存知でしたら

おしえてください！
徳地図書館では、所蔵している昭和のはじめに徳地地

区で発刊されたガリ版切りの文芸同人誌についての情報

を探しています。

『若草』（昭和３年）・『きゞす』（昭和４年）・『ス

ミレ』（昭和５年）・『土くれ』（昭和２５年）につい

て知っておられることがありましたら、なんでも結構で

すので、図書館まで御連絡ください。

（TEL0835-52-0043 担当 大村）

3月11日（水）にブックスタートを開催いたします。

図書館のエアコン改修工事が２月中旬から始まりま

す。工事完了は3月下旬の予定です。

館内での工事のため期間中はご利用の面で色々とご

迷惑をおかけしますが、工事による臨時休館は行いま

せんので引き続き来館いただきますようお願いいたし

ます。




