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5月カレンダー

■ご意見・ご要望をお寄せください。
〒753-0075 山口市中園町7番7号
山口市立中央図書館
TEL：083-901-1040
FAX：083-901-1144
Ｅメール：info@lib-yama.jp
URL：http://www.lib-yama.jp

※３日（木）４日（金）５日（土）
祝日開館します

■開館時間
平日／10:00～19:00
土日祝日／10:00～17:00

図書館で学ぶウォーキング
企画展示 心と体の健康

～春の中央公園を歩こう～
新緑の季節がやってきました︕中央図書館では、山口市保
健センターとのコラボ講座「図書館で学ぶウォーキング～春の中
央公園を歩こう～」を開催します。
引き締め効果のあるウォーキング法や肩こり・腰痛解消のスト
レッチ等を中央公園での実技もあわせて学びます。
今年こそ春からウォーキングをはじめてみませんか♪

「心と体の健康」に関するマメ知識の紹介と
山口市保健センターの保健師のみなさんが
選んだおすすめ本を展示しています。
展示期間︓4月18日（水）～5月19日（水）

日 時︓平成30年5月19日（土）10︓30～12︓30
集合場所︓山口情報芸術センター スタジオC
講 師︓健康運動指導士 澄川 絵里奈 氏
定 員︓先着50名（要申込）
参加費︓50円（保険料）
申 込︓山口市保健センター☎083-921-2666

企画展示

持参品︓歩きやすい服装と靴、飲み物、タオ
ル、筆記用具
※雨天の場合はウォーキングの代わりに、中央
図書館とYCAM施設見学ツアーを行います。

ちゅう散歩

こども企画展示

中原中也が夜な夜な散歩していたという逸話から「散歩」を
テーマにさまざまな資料をご紹介しています。
酒を片手に夜道を中也的散歩するもよし、陽の光と
ともに散歩するもよし。

おとうさんやおかあさん、大きくなってなりたいもの、ゆめ
についての本や紙芝居をあつめてみました。
展示期間︓4月27日（金）～5月23日（水）

展示期間︓4月27日（金）～5月23日（水）

新着図書

４月に図書館に入った新着図書です。なお最新版はホームページの「新着資料検索」および
館内の新刊コーナーに置いている「新着資料一覧」をご覧ください。
「極上の孤独」

「日本史のツボ」
本郷 和人 著

文藝春秋
東洋経済新報社

「ハワイ行ったらこれ食べよう︕」
こにし なおこ 編

誠文堂新光社

「図解仕事の基本社会人１年生大全」
北條 久美子 著

「オリンピックへ行こう︕」

下重 暁子 著

幻冬舎

「県都物語」

「薩長史観の正体」
武田 鏡村 著

講談社

西村 幸夫 著

有斐閣

「つくおきのじみべん」
nozomi 著

講談社

講談社

橋本 治 著

新潮社

「わかって下さい」

光文社

藤田 宜永 著 新潮社

「寅さんの列車旅」

「湖畔の愛」

「旅と鉄道」編集部 編
石田 衣良 著

真保 裕一 著
「草薙の剣」

天夢人

「地図から消される街 3.11後の言ってはいけない真実」 「爽年」
青木 未希 著

こども・おとな

町田 康 著

新潮社

「花のいのち」
集英社

瀬戸内 寂聴 著 講談社

5月の行事予定
月 日

曜日

5月2日
5月2日
5月6日
5月6日
5月7日
5月9日
5月12日
5月13日
5月14日
5月16日
5月19日
5月20日
5月21日
5月23日
5月26日
5月27日
5月28日
5月30日

水
水
日
日
月
水
土
日
月
水
土
日
月
水
土
日
月
水

時

土・日曜日の上映会はこども向け、月曜日は大人向けです。

間

16:00～17:00
15:00～15:20
10:30～10:50
11:00～12:10
14:00～14:50
15:00～15:20
11:00～12:10
11:00～12:20
14:00～15:20
15:00～15:20
10:30～12:30
11:00～12:00
14:00～15:00
15:00～15:20
11:00～12:00
11:00～12:00
14:00～16:00
15:00～15:20

行 事 内 容

入場無料

場 所
スタジオC
おはなしのへや
おはなしのへや
スタジオC
スタジオC
おはなしのへや
スタジオC
スタジオC
スタジオC
おはなしのへや
スタジオC
スタジオC
スタジオC
おはなしのへや
スタジオC
スタジオC
スタジオC
おはなしのへや

上映会「華麗なる美の殿堂 世界の美術館」アルテ・ピナコテーク／ノイエ・ピナコテーク
ぴよぴよおはなし会
おはなし会
上映会「まんが世界昔ばなし」十五少年漂流記 ほか
上映会「映像100年史日本の記録 ３２」飽食の果て
ぴよぴよおはなし会
上映会「まんが世界昔ばなし」王子とこじき ほか
上映会「まんが世界昔ばなし」小公女セーラ
上映会「下宿人」監督：アルフレッド・ヒッチコック
ぴよぴよおはなし会
図書館で学ぶウォーキング
上映会「世界の名作童話」
ジャックと豆の木 ほか
上映会「映像100年史 日本の記録 ３３」漠たる不安
ぴよぴよおはなし会
上映会「世界の名作童話」
ピーターパン ほか
上映会「世界の名作童話」
マッチうりの少女 ほか
上映会「アム・アイ・ビューティフル？」出演：フランカ・ポテンテ 他
ぴよぴよおはなし会

移動図書館「ぶっくん」の運行
南ルート
①コース（水曜日） 2日、16日、30日
9：30～10：00
10：40～11：10
13：00～13：40
14：10～14：50
15：20～16：00

宮野上(大和保男氏宅前)
ほほえみの郷ﾄｲﾄｲ（阿東地福）
宮野高齢者生きがいｾﾝﾀｰ
仁保地域交流ｾﾝﾀｰ
仁保下郷深野(有限会社
須子測地開発前)

④コース（水曜日） 9日、23日
9：50～10：30
10：50～11：30
13：10～13：50
14：30～15：10
15：30～16：10

大海総合ｾﾝﾀｰ
秋楽園
大海小学校
小鯖地域交流ｾﾝﾀｰ
小京都ﾆｭｰﾀｳﾝ集会所

②コース（木曜日） 3日、17日、31日
9：45～10：25
13：05～13：45
14：10～14：50
15：10～15：50

10：00～10：40
13：00～13：40
14：10～14：50
15：20～16：00

山口県立育成学校
二島小学校
鋳銭司地域交流ｾﾝﾀｰ
陶地域交流ｾﾝﾀｰ

⑤コース（木曜日） 10日、24日
10：00～10：40
13：00～13：40
14：20～15：00
15：20～16：00

③コース（金曜日） 4日、18日
佐山小学校
上郷小学校
嘉川地域交流ｾﾝﾀｰ
吉敷地域交流ｾﾝﾀｰ

⑥コース（金曜日） 11日、25日

鋳銭司小学校
井関小学校
山口ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
平川地域交流ｾﾝﾀｰ

9：50～10：30
13：10～13：50
14：10～14：50
15：20～16：00

佐山ふれあい館
興進小学校
名田島いきいきやかた
大歳地域交流ｾﾝﾀｰ

北ルート
①コース（金曜日） 11日、25日
9：40～10：10
10：40～11：10
13：20～13：50
14：30～15：00

阿東地域交流ｾﾝﾀｰ 篠生分館
阿東地域交流ｾﾝﾀｰ 生雲分館
阿東地域交流ｾﾝﾀｰ 嘉年分館
元粟屋医院駐車場（阿東三谷）

③コース（金曜日） 4日、18日
10：20～11：00 柚野木小学校
13：00～13：40 さくら小学校（阿東地福）
14：20～15：00 阿東老人ホーム（阿東生雲）

おはなし会

場所：おはなしのへや

○ぴよぴよおはなし会
対象︓乳幼児
日時︓毎週水曜日 15:00～（20分程度）
○おはなし会
日時︓5月6日（日）10:30～
※次回は、6月3日（日）の予定です。

②コース（水曜日） 2日、16日、30日
10：00～10：40 大内地域交流ｾﾝﾀｰ
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

「ぶっくん」に乗っている
司書が、本に関する相談に
お応えします。
どうぞお立ち寄りください。

④コース（水曜日） 9日、23日
10：10～10：50 徳地地域交流ｾﾝﾀｰ 串分館（徳地）
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）

～赤ちゃんと絵本を楽しむ～

ブックスタート体験会

対象者には事前に開催通知を
送りますので、会場にご持参ください。

〇大殿・白石地域 5月7日（月）14︓00～15︓30 場所︓山口市保健センター
〇湯田地域 5月14日（月）14︓00～15︓30 場所︓山口市保健センター
〇宮野地域 5月18日（金）10︓00～12︓00 場所︓宮野地域交流センター

