
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 月カレンダー 

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 

31       

2 月カレンダー 

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      

      1 月 13 日(水)～17 日(日) 

1日 1回限定 (くじ引き) 

本を借りた方に、先着順で雑誌の付録をプレゼント!!! 

なにが当たるかお楽しみ!! 

※なくなり次第終了させていただきます 

 

13 日・27 日(水) 

10：10～10：50 篠生分館 

8 日・22 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 

15 日・29 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） 

毎月第 4土曜日開催 

場所:阿東地域交流センター 小ホール 1/23(土) 
プログラム 

13：00～14：00 

 アニメ 『トムとジェリー バラ色の人生 他』 

14：00～14：20 

 『笑い講』 

制作:地福 大野進二さん 

14：20～15：00 

 『ＮＨＫ歴史秘話ヒストリア 幕末篇 新撰組』 

 

♪♪お気軽にお越しください♪♪ 

2016 年 1 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 

『ぶっくん』運行表 1 月 

DVD上映会 

･･･休館 

ふろくプレゼント!! 

･･･上映会 

･･･休館 

･･･上映会 

いつも阿東図書館をご利用いただき、ありがとうございます。 

これからも皆様の身近で役に立つ図書館を目指して参ります。 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 



 

 

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 

企画展示 

［一般の企画］ 

［えほんのきかく］ 

お正月・猿・寒さ対策!! 

おしょうがつ・昔ばなし 

【ティーンズ・マンガ・児童書・えほん】 

 

新刊案内 11月･12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】 

・わが心のジェニファー  浅田 次郎 

・Killers 上・下     堂場 瞬一 

・ヒトでなし 金剛界の章 京極 夏彦 

・ボス・イズ・バック   笹本 稜平 

・花燃ゆ         五十嵐佳子 

・老後の資金がありません 垣谷 美雨 

・わかれ         瀬戸内寂聴 

・寮生 一九七一年、函館 今野  敏 

・竈河岸         宇江佐真理 

・エヴェレスト神々の山嶺 夢枕  獏 

・凪の司祭        石持 浅海 

・竜の道 2 昇龍篇    白川  道 

・ｷﾞﾌﾞ･ﾐｰ･ｱ･ﾁｬﾝｽ     荻原  浩 

・ぼぎわんが、来る    澤村 伊智 

・心は少年、体は老人   池田 清彦 

【実用書】 

・できる Word&Excel 2016 

・抹茶の和みおやつ    林  幸子 

・だし生活、はじめました 梅津有希子 

・今日、なに食べたい？  コウ ケンテツ 

・和紙の包み折り     岡田 郁子 

・幕末志士の手紙     木村幸比古 

・動物カフェ  ロブ・サターホワイト 

・娘になった妻、のぶ代へ 砂川 啓介 

・リンゴの歴史   エリカ・ジャニク 

【ティーンズ】 

・１４歳からの宇宙論   佐藤 勝彦 

【児童書】 

・ﾛｯｸｳｯﾄﾞ除霊探偵局 2 ｼﾞｮﾅｻﾝ･ｽﾄﾗｳﾄﾞ 

・神々と戦士たち 2   ﾐｼｪﾙ･ﾍﾟｲｳﾞｧｰ 

・みんなのおばけ学校   市川 宣子 

・べんり屋、寺岡の冬。  中山 聖子 

・ニコラといたずら天使 ｷｬﾛﾗｲﾝ･ｱﾀﾞｰｿﾝ 

・マチュピチュのひみつ  ｽｻﾞﾝﾇ･ｶﾞｰﾌﾞ 

・よくわかる植物工場   古在 豊樹 

・脳のひみつにせまる本 3 川島 隆太 
・めざせ！動物のお医者さん きむらゆういち 

・あつめた・そだてたぼくのマメ図鑑 盛口 満 

【えほん】 

・おんがくたいくまちゃん ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ･ｳｫｰｶｰ 

・おさるのれっしゃ    牛窪 良太 

・ちいくまちゃんとしまくまちゃん かわむらすずみ 

・タベールだんしゃく  さかもと いくこ 

・ﾒﾘｰｸﾘｽﾏｽ､ﾍﾟﾈﾛﾍﾟ!  ｹﾞｵﾙｸﾞ･ﾊﾚﾝｽﾚｰﾍﾞﾝ 

・おとおさんぼくね･･･  長谷川 義史 

・ワンガリ・マータイ   ｵｰﾚﾘｱ･ﾌﾛﾝﾃｨ 

・おじいちゃんのコート ﾊﾞｰﾊﾞﾗ･ﾏｸﾘﾝﾄｯｸ 
・ばななせんせいとおえかき やましたこうへい 

・もうぬげない   ヨシタケ シンスケ 

・オニのサラリーマン   大島 妙子 

・プリンちゃんとブラウニーとうさん   たかお ゆうこ 


