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 山口市立図書館では、市内の図書館を巡ってスタンプを集め、抽選でバッグをゲットしよう!!とい

うぐるぐるらいぶらりー、略して「ぐるりぶ」を開催しています。季節は春。市内の桜の名所を散策

しながら最寄の図書館でのんびり過ごす、という楽しみ方はいかがでしょうか。各図書館の周辺の桜

の名所を案内したさくらまっぷもご用 意しています。阿東図書館は８

月にリニューアルした図書館。 面白い個性あふれる本がいっぱ

い。すぐ近くには桜の名所、徳 佐八幡宮があり、４月６日（日） 

には第 27 回桜まつりも開催されます。当日は、阿東夢語太鼓、山口高校徳佐分校の

吹奏楽部の演奏やフォークダンス、伝統のはやしだ踊りなど様々な催しがあります。

美味しい出店もたくさん。美しい枝垂桜のトンネルをぬけて、木の香漂う阿東図書館

へぜひお越しください。※ぐるりぶの詳細は山口市立図書館のホームページをご覧ください。 

 

 

小説・エッセイ 

「春、戻る」         瀬尾 まいこ 

「アトミック・ボックス」    池澤 夏樹 

「怒り 上・下」        吉田 修一 

「その手をにぎりたい」     柚木 麻子 

「山桜記」            葉室 麟 

「札幌アンダーソング」     小路 幸也 

「夜明けのラジオ」        石田 千 

「異形の維新史」        野口 武彦 

「おやつ」          阿川 佐和子 

「むずかしいことをやさしく、やさしいことを

深く、深いことを面白く」   永 六輔 

『初女さんの心を結ぶ「分かち合い」』 佐藤 初女 

「酒場詩人・吉田類の旅と酒場俳句」 吉田 類 

「写字室の旅」     ポール・オースター 

「ぼくは数字で宇宙の美しさを伝えたい」 クリスティン・バーネット 

実 用 書 

「シンプルでおいしいおうちパン」ムラヨシ マサユキ  

「おもてなしレシピ」     マカロン由香  

「おうちで、できたて！デパ地下サラダ」岩崎 啓子  

「老舗ゴマ屋の旬のごまレシピ」カタギ食品株式会社／監修  

「今宵堂きょうの晩酌」  酒器今宵堂／監修  

「風工房のマリンニット」      風工房  

「月居良子のかんたん、かわいいまっすぐソー

イングかぶる、まく、はおる」 月居 良子 

「ミシンＡＢＣ」          地球丸  

「ぽっちゃりガールのソーイングブック」相澤 樹 

「気軽で便利！半幅帯結び楽しみ帖」君野 倫子  

「35 歳から子育てはじめました！」主婦の友社／編  

その他一般書 

「目に見えないけれど、人生でいちばん大切なこと」木村 秋則   

「知っておきたい涅槃図絵解きガイド」 竹林 史博   

「さすらいの仏教語」      玄侑 宗久   

「悩みぬく意味」        諸富 祥彦   

「ココロのはなし」        堂本 剛   

「総点検・日本海軍と昭和史」  半藤 一利 

「図説ピラミッドの歴史」    大城 道則  

「ＭＡＫＩＮＯ」      高知新聞社／編  

「ふるさと富士名鑑」      山と渓谷社  

「ここが京都のパワースポット」  南 尋公 

「日本ロングトレイルガイドブック」山と渓谷社  

「ママ、今日からパートに出ます！」野原 広子 

「生き抜く力をつけるお母さんのほめ方・叱り方」高濱 正伸 

「教育委員会」         新藤 宗幸  

４月号 



「滅亡へのカウントダウン 上・下」アラン・ワイズマン 

「エナガのねぐら」       松原 卓二  

「不思議な薬草箱」       西村 佑子 

「宇宙が始まる前には何があったのか？」ローレンス・クラウス  

「好きになる精神医学」     越野 好文  

『「ゆがみ」を治す！』       渡辺 泉 

『居酒屋「西尾さん」のぬくもり酒』 西尾 尚 

「フクロウ飼いになる」 コンパニオンバード／編 

「ゲッコーとその仲間たち」   海老沼 剛 

「電車の博物館・公園に行こう！」実業之日本社  

「デイサービスのはじめかた・つづけかた」辻川 泰史            

「かないくん」  谷川 俊太郎・松本 大洋 

「竹久夢二」     竹久夢二美術館／監修       

「河井寛次郎の宇宙」 河井寛次郎記念館／編 

「国宝の地図帳」         辰巳出版 

「一流の人はなぜ落語を聞くのか」  立川 談四楼 

「ヌメ革で作る手縫いのバッグ」   ピポン 

「今を生きる」        オノ ヨーコ

「みちこさん英語をやりなおす」 益田 ミリ 

 

児童書＆ティーンズ 

「食べて始まる食卓のホネ体験」  盛口 満          

「コミック版日本の歴史 竹中半兵衛」加来 耕三／監修 

「心にひびくマンガの名言１～５」学研教育出版   

「絵本ごよみ二十四節気と七十二候」坂東 眞理子／監修 

「ひそひそ森の妖怪」      富安 陽子  

「サクラ・タイムトラベル」   加部 鈴子 

絵 本 

「ルイのうちゅうりょこう」エズラ・ジャック・キーツ  

「ポポくんのみんなでおすし」   accototo           

「ベルナルさんのぼうし」  いまい あやの      

「しきぶとんさんかけぶとんさんまくらさん」 高野 文子 

「つぎのかたどうぞ  しおきちくんのたびにっき」飯野和好 

「槍ヶ岳山頂」          川端 誠 

「ミシンのうた」       こみね ゆら 

「あみだだだ」        谷川 俊太郎 

「画本 風の又三郎」   藤城 清治／影絵 

● ここで紹介した本は新しく入った本の一部です。詳細

は山口市立図書館のホームページでご覧頂けます

                   

 

 

 

 

 

 

                 

   ２月２８日、詩人で画家のまど・みちおさんが１０４歳で

逝去されました。お馴染みの「ぞうさん」や「やぎさんゆう

びん」をはじめ、たくさんの素敵な作品を遺してくれたまど

さん。みんなが見すごす大事なものを、ちゃんと見てくれて

いたまどさん。これからもまどさんの魂は永遠にみんなの心

に輝きつづけることでしょう。ありがとう、まどさん。 

  ※ 阿東図書館では「まど・みちお追悼企画展示」開催中です。

  

生雲分館 10：00～11：00 

嘉年分館 13：10～13：50 

元粟屋医院駐車場 14：40～15：20 

北①コース 金曜日 

4 月 11 日、25 日 

5 月 9 日、23 日 

柚野木小学校（徳地）10：20～11：00 

ほほえみの郷トイトイ 13：10～13：50 

ＪＡ阿東支所亀山倉庫前 14：30～15：10 

北③コース 金曜日 

4 月 4 日、18 日 

5 月 2 日、16 日、30 日 

篠生分館 10：10～10：50 

南①コース 水曜日 

４月２日、16 日、29 日（火） 

5 月 14 日、28 日 

日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

４月からのぶっくんの巡回場所 

時間に変更があります。ご注意ください。 


