
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12 月カレンダー 

日 月 火 水 木 金 土 
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企画展示 

9 日・23 日(水) 

10：10～10：50 篠生分館 

4 日・18 日(金) 

10：00～11：00 生雲分館 

13：10～13：50 嘉年分館 

14：30～15：10 元粟屋医院駐車場 

11 日・25 日(金) 

10：20～11：00 柚野木小学校（徳地 

13：10～13：50 ほほえみの郷トイトイ 

14：20～15：00 阿東老人ホーム（生雲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 年 12 月発行 

山口市立阿東図書館 

〒759-1512 

山口市阿東徳佐中 3425-1 

TEL:083-956-0785 

FAX:083-956-0786 

E-mail：lib-ato@c-able.ne.jp 

URL: http://www.lib-yama.jp 

■開館時間 

平日/10：00～18：00 

土日/ 9：00～17：00 

月曜日と祝日は休館日です 

※毎月第 4 木曜は図書整理日の為休館です 

※12 月の上映会はお休みです 

･･･休館 

『ぶっくん』運行表 12 月 

絵本の読み聞かせ講座の 

ご報告 

［一般の企画］ 

［えほんのきかく］ 

素敵なクリスマス 

クリスマス 

･･･休館 

･･･上映会 

11 月 6 日(金)に 

山口市子ども読書ネットワーク『ぶどうの木』の中村佳恵さんを 

講師にお招きして絵本の読み聞かせ講習会が行われました 

たくさんの方々にご参加いただきありがとうございました 

･･･上映会 



 

 

こちらで紹介している新刊は一部です。詳細は山口市立図書館のホームページでご覧頂けます 

本が貸出中の場合は予約をご利用ください 

予約の申込みは、窓口･館内端末･インターネット(パスワード設定が必要)からできます 

【ティーンズ・マンガ・児童書・えほん】 

 

新刊案内 10月･11月に図書館に入った新着図書です 
 

【文学・一般書・実用書】 

【文学】 

・闘う君の唄を       中山 七里 

・消滅           恩田  陸 

・スーツケースの半分は   近藤 史恵 

・虚栄           久坂部 羊 

・霧（ウラル）       桜木 紫乃 

・きのうの影踏み      辻村 深月 

・うずら大名        畠中  恵 

・嫌老社会を超えて     五木 寛之 

・鮫言           大沢 在昌 

・テルアビブの犬      小手鞠るい 

・サワコの朝        阿川佐和子 

・草雲雀          葉室  麟 

・ドルフィン・ソングを救え 樋口 毅宏 

・天国でまた会おう 上･下  ﾋﾟｴｰﾙ･ﾙﾒｰﾄﾙ 

【実用書】 

・執着 いきづらさの正体  香山 リカ 

・五稜郭の戦い       菊池 勇夫 

・本当に危険な立入禁止国家 

・白河天体観測所      藤井  旭 

・ちゃぶ台「移住×仕事」号 

・毎日食べたくなる絶品鍋  大庭 英子 

・暮らしの上手の健康ごはん 

・BURA♥京都      MK タクシー 

・そらまめ        スエトシ牧場 

・変わり兜×刀装具   大阪歴史博物館 

【ティーンズ】 

・失われたものたちの本    ｼﾞｮﾝ･ｺﾅﾘｰ 

・バクマン。        久麻 當郎 

・Arknoah2 ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾌｧｲｱ   乙一 

・黒子のバスケ 6      藤巻 忠俊 

・１６歳からの交渉力    田村 次郎 

・愚物語          西尾 維新 

・ケイン・クロニクル１～３ ﾘｯｸ･ﾘｵｰﾀﾞﾝ 

【マンガ】 

・深夜食堂  １５     安倍 夜郎 

・ばらかもん １２   ヨシノ サツキ 

【児童書】 

・２分の１成人式      井上 林子 

・ニレの木広場のモモモ館  高楼 方子 

・自転車少年        横山 充男 

・お昼の放送の時間です   乗松 葉子 

・世界一おもしろい数の本   ｶﾘｰﾅ･ﾙｱｰﾙ 

【えほん】 

・おこめようちえん    陣崎  草子 

・ふまんがあります     ヨシタケ シンスケ 

・かおかおどんなかお   柳原  亮平 

・ひつじのショーン かず  

・くうきにんげん     牧野  千穂 

・そらとぶでんしゃ    アン マサコ 

・ほしじいたけほしばあたけ   石川  基子 

・クリスマスの森    ﾛｼﾞｬｰ･ﾃﾞｭﾎﾞｱｻﾞﾝ 

【視聴覚資料】 

 
【DVD】 

・超高速！参勤交代 

・ホビット    決戦のゆくえ 

・巨大戦艦大和  乗務員たちが見つめた生と死 

・こびと図鑑入門 マモリ アマクリ シシャワ編 

・ベイマックス 他 

【CD】 

・GO！プリンセスプリキュア 

・＿genic        namie amuro 

・元気ですか        中島みゆき 

・KIS-MY-WORLD   KIS-MY-FT2 

・GRAMMY ノミニーズ 2015 他 


