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クリスマスをクリスマスをクリスマスをクリスマスを

楽しもう！楽しもう！楽しもう！楽しもう！    

    

    
    

    

    

    

素敵な１２月素敵な１２月素敵な１２月素敵な１２月     

    
    

    

 

1111２２２２月号月号月号月号    

      来てね 

12 月27 日（土） 

毎月第４土曜日に 

上映会を行います 

 

ＤＶＤ 

上映会 

    

    

    

    

                                                                １２月１日（月１２月１日（月１２月１日（月１２月１日（月）～１２月８日（月）～１２月８日（月）～１２月８日（月）～１２月８日（月））））    
    

    

    

    

    

●●●●阿東阿東阿東阿東図書館図書館図書館図書館はははは、、、、蔵書点検蔵書点検蔵書点検蔵書点検をををを行行行行うためうためうためうため、、、、上記上記上記上記のののの日程日程日程日程でででで休館休館休館休館させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

●●●●休館中休館中休館中休館中のののの資料資料資料資料のののの返却返却返却返却はははは、、、、ブックポストをごブックポストをごブックポストをごブックポストをご利用利用利用利用くださいくださいくださいください。。。。    

((((CDCDCDCD・・・・DVDDVDDVDDVDはははは開館中開館中開館中開館中にカウンターへにカウンターへにカウンターへにカウンターへおおおお返返返返しくださいしくださいしくださいしください))))    

ご利用の皆ご利用の皆ご利用の皆ご利用の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいた様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいた様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいた様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。します。します。します。    

蔵書点検による休館のお知らせ 

あったかいねあったかいねあったかいねあったかいね！！！！    

仮面仮面仮面仮面ライダーのライダーのライダーのライダーの本本本本

大好大好大好大好きだよきだよきだよきだよ!!!!    

大野進二大野進二大野進二大野進二 さんさんさんさん 制作制作制作制作

DVDDVDDVDDVD貸出貸出貸出貸出できますできますできますできます！！！！    



 

 

 

生雲分館 10：00～11：00     

北①コース北①コース北①コース北①コース    金曜日金曜日金曜日金曜日    

12 月 12 日、26 日 

 

嘉年分館 13：10～13：50 

元粟屋医院駐車場 14：40～15：20 

柚野木小学校（徳地）10：20～11：00 

北③コース北③コース北③コース北③コース    金曜日金曜日金曜日金曜日    

12 月 5 日、19 日 
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 

篠生分館 10：10～10：50 
南①コース南①コース南①コース南①コース    水曜日水曜日水曜日水曜日    

12 月 3 日、17 日 

日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    

    1111        2222    3333        4444    5555    6666    

7777    8888    9999    10101010        11111111    12121212    13131313    

14141414    15151515    11116666    11117777    11118888    11119999    20202020    

21212121    22222222    22223333    24242424    22225555    22226666    22227777    

22228888    22229999    30303030    33331111                

小説・エッ小説・エッ小説・エッ小説・エッセイセイセイセイ    

アイネクライネナハトムジーク    伊坂幸太郎 

にじいろガーデン          小川  糸 

桃のひこばえ            梶 よう子 

水声                川上 弘美 

一人っ子同盟            重松  清 

瞳の犬               新堂 冬樹 

ダブル・フォールト         真保 裕一 

警察（サツ）回りの夏        堂場 瞬一 

黄泉坂の娘たち           仁木 英之 

若者たち 2014            木俣  冬 

Ｒｅｄ               島本 理生 

フォルトゥナの瞳          百田 尚樹 

歌舞伎町ダムド           誉田 哲也 

リタとマッサン           植松三十里 

実実実実    用用用用    書書書書    

つま先から編む、かんたん、かわいいくつ下  大内いづみ 

石田純子のストールの巻き方選び方  石田 純子 

健康パスタとごちそう週末おかず   原田 慎次 

ふんわり、しっとり、美味しいスコーン  中山真由美 

クックパッドのあの店あの味絶品レシピ 

クックパッド株式会社 

おもてなしのテーブルセッティング七十二候  

浜  裕子 

こんなにちがう！世界の子育て メイリン・ホプグッド 

その他一般書その他一般書その他一般書その他一般書     

老後の面倒はだれが見るのか    石川  徹 

アル・ゴア未来を語る       アル・ゴア 

アフガニスタンぼくと山の学校   長倉 洋海 

症状別不調のときに食べたいごはん コウ 静子 

「明日の服」に迷うあなたへ    大草 直子 

トマトの作業便利帳        白木 己歳 

遊字・絵手紙年賀状 改訂版    三輪久美子 

まるごと尺八の本         葛山 幻海 

児童書＆ティーンズ児童書＆ティーンズ児童書＆ティーンズ児童書＆ティーンズ    

ぼくとテスの秘密の７日間    アンナ・ウォルツ 

妖怪ウォッチようかいだいずかん 

戦国姫 4             藤咲あゆな 

５アンペア生活をやってみた    斎藤健一郎 

鹿の王 上・下          上橋菜穂子 

ここはボツコニアン 4       宮部みゆき 

犬とハサミは使いよう 10     更伊 俊介 

絵絵絵絵    本本本本 

おいぬさま            荒戸里也子 

くろいながい           おくはらゆめ 

そこにはいないよ          小池龍之介 

だいすき、でも、ゆめみてる    高畠 那生 

きらきらは・は・歯        長谷川義史 

こんくんのおんがくはっぴょうかい たしろちさと 

 

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。 
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住所 〒747-0231

山口市徳地堀1527-3
電話 0835-52-0043
FAX 0835-52-1868

※１１/１～1１/２２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。

てぃ先生／著 376 テ
保育園の子どもたちが起こす、かわい
らしいできごと。てぃ先生のツイッターで
のつぶやきを、なぜ子どもたちはそんな
行動をしたのか、言葉を発したのかとい
う前後の物語とともに紹介する。

三宅 久雄／監修 186 マ

仏像が好きだから、もっと知りたい! そ

んな人のための、知識ゼロから“マン

ガでわかる”仏像の本。各仏像の役

割や特徴などの基礎知識から、奈良・

京都の著名な仏像めぐりまでを案内

します。仏像めぐりMAPつき。

堤 人美／著 596 ツ

たくさんの野菜がラクラクとれて満腹&幸

せになれる! ミートボールのサラダなべ、

ゴロゴロ野菜の石狩なべ、ほうれんそう

とカキの豆乳みそなべなど、1日分の野

菜(350g以上)が入ったなべ料理のレシピ

を紹介します。

ふるさとチョイス／監修 345 ゼ

特定の自治体に寄付をすると、お礼とし

て特産品や宿泊券などが送られてくる

「ふるさと納税」。134自治体481の特産

品を紹介するほか、人気特典ランキン

グ、確定申告ガイド、ふるさと納税Q&A

なども収録。

辰巳 渚／作

すみもと ななみ／絵 59 タ

子どもが自立したときに、家事にこまらな

いよう、今からおてつだいをさせましょう。

小さな子どもでもできる「おてつだいのや

りかた」を、楽しい絵で紹介します。見返

しに「おてつだいのやくそく」を掲載。

赤瀬川 原平／[ほか]著 914 プ

すき焼き、ステーキ、焼肉、ビーフシ

チュー、串カツ、焼きとり…。開高健、

村上春樹、池波正太郎、向田邦子、

佐藤愛子、町田康、吉本隆明ら、古

今の作家たちが綴る「肉」にまつわる

随筆集。

川村 元気／著 Ｆ カ

宝くじで3億円を当てた図書館司書

の一男は、「お金と幸せの答え」を求

めて、大富豪の親友・九十九のもと

を訪ねる。だが直後に九十九とお金

が消えた。その行方を追って、一男

の冒険が始まる。

大崎 梢／著 Ｆ ト

大好きな作家の新刊発売を楽しみにして

いた野々香は、学校の手洗い場で忘れ物

の本をみつける。それは、まだ発売されて

いないはずの最新刊だった! 

ロバート ウェストール／作

野沢 佳織／訳 933 ウ

「海辺の王国」「弟の戦争」などで知られる、

イギリス児童文学を代表する作家、ロ

バート・ウェストールの短編集。「アドルフ」

「家に棲むもの」「ヘンリー・マールバラ」な

ど、全9編を収める。

オーシル カンスタ ヨンセン／さく

ひだに れいこ／やく Ｅ ヨ

キュッパは音楽が大好き。でも楽器は難

しいし、楽譜を読むのも大変です。ある

とき皿洗いをしていて、気がつきます。

「すごいや、これも音楽だよね」と! 

やぎ たみこ／作 Ｅ ヤ

ぬいぐるみのほげちゃん、動物園で家

族とはぐれてしまいました。家族のもと

に戻るため、ほげちゃんのひとりぼっち

の冒険がはじまります! 

先月先月先月先月はははは「「「「徳地徳地徳地徳地フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル」」」」のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして図書館図書館図書館図書館もももも「「「「とくぢとくぢとくぢとくぢ図書館図書館図書館図書館まつまつまつまつ

りりりり」」」」をををを開催開催開催開催しししし、、、、沢山沢山沢山沢山のののの方達方達方達方達によりとてもによりとてもによりとてもによりとても盛盛盛盛りりりり上上上上がることができましたがることができましたがることができましたがることができました。。。。そしてそしてそしてそして

早早早早いものでいものでいものでいもので今年今年今年今年も１２も１２も１２も１２月月月月のみとなりましたのみとなりましたのみとなりましたのみとなりました。。。。皆皆皆皆さんはさんはさんはさんは今年中今年中今年中今年中にやっておきたいにやっておきたいにやっておきたいにやっておきたい

事事事事などはなどはなどはなどは済済済済みましたかみましたかみましたかみましたか？？？？後半後半後半後半にはにはにはには冬休冬休冬休冬休みにクリスマスみにクリスマスみにクリスマスみにクリスマス、、、、大晦日大晦日大晦日大晦日とイベントとイベントとイベントとイベント盛盛盛盛りりりり

だくさんだくさんだくさんだくさん！！！！徳地図書館徳地図書館徳地図書館徳地図書館ではサンタさんへメッセージをではサンタさんへメッセージをではサンタさんへメッセージをではサンタさんへメッセージを送送送送ったりったりったりったり抽選会抽選会抽選会抽選会をををを行行行行ったったったった

りとクリスマスイベントをりとクリスマスイベントをりとクリスマスイベントをりとクリスマスイベントを開催開催開催開催しますしますしますします。。。。おおおお楽楽楽楽しみに♪しみに♪しみに♪しみに♪（（（（詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは裏面裏面裏面裏面にににに記載記載記載記載））））

富安 陽子／作

野見山 響子／画 Ｆ ト

不思議な存在が「見えてしまう」能力を持

つ、小4のケイと大学生のメイおばさん。

器物のアヤカシを名乗るおじいさんに導

かれて、世にも奇妙な体験を重ねていき

…。
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年末年始のため

12月29日（月）～1月３日（土）
の６日間は休館となります。

休館中は返却ポストも休止しますので、資料の返却はでき

ません。（全ての山口市立図書館・山口地区の地域交流セン

ター）

・図書館の返却ポストは

１２月２８日（日）１７時～１月４日（日）８時30分まで

休止です。

・山口地区（旧山口市）の

地域交流センターの返却ポストは

１２月２6日（金）１７時～１月5日（月）９時まで休止で

す。

徳地図書館は２０１５年１月４日（日）の朝９時より開館

いたします。

年末年始休館に伴い、12月１６日（火）～２１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

「メディア化した作品」 12/２～12/２８
「寒い日に…」 1２/２～12/14
「年越し準備」 12/16～12/28

「かけがえのないひとりひとり」 １２/２～１２/1０

「クリスマス」 １２/１１～１２/２４
「ゆく馬、くる羊」 １２/26～１/15

「降誕祭」 １２/２～１２/２８
「大・大・大掃除！」 １２/２～１２/２８

１４日(日)１4：30～

２８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。

◎サンタさんへ手紙を書こう

１２月初めから２4日（水）まで、入り口の掲示板に、

大きなもみの木に見立てた画用紙を貼りますので、み

んなでサンタさんへのメッセージカードを飾っていき

ましょう♪

◎おたのしみ抽選会

１２月２４日（水）に貸出をされた方に「おたのし

み抽選会」と題し、雑誌の付録のくじ引き会を行いま

※２３日（火）のぶっくんは通常と曜日が違いますの

で、日付と曜日にご注意ください。

１１月１２日（水）にブックスタートを行いました。

今回も3組の方が参加してくださいました。お持ち帰り

になった絵本、ご自宅でもたくさん読んでくださいね。

次回は３月１１日（水）に開催の予定です。


