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7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
■開館時間
平日／10:00～19:00
土日祝日／10:00～17:00

※１６日（月）祝日開館します

レノクエ大募集
夏休みブックトークイベント

～アナタの疑問をレノファ山口FCの選手が解決！～
サッカーやスポーツについて、レノファ山口FCの選手に聞いてみたいこ
とを大募集︕︕
抽選で合計３0人の質問にレノファの選手が答えます。
さらに、応募者全員の中から抽選で親子ペア観戦チケットが当たる
Wチャンスも︕
応募資格︓山口市在住の小中学生で山口市立図書館の利用カー
ドを持っている方
募集期間︓7月1日（日）～８月10日（金）
締切 第1回︓7月13日、第2回︓7月27日、第3回︓8月10日
応募方法︓中央図書館レノファ応援コーナーにある応募用紙に選手
への質問、利用カード番号、名前、学校名、学年を書き、「レノクエ
BOX」に入れてください。
選手からの回答︓締切ごとに各回10人ずつ館内に掲示します。
観戦チケット当選発表︓
当選者へチケット引換券の発送をもってかえさせていただきます。

第一弾︓科学編 ～人間は、どのように宇宙を捉えて来たのか～
展示期間︓6月29日（金）～7月25日（水）
※7月19日より山口県立山口博物館で「夢・未来・そして宇宙へ︕
宇宙兄弟展2018×やまぐちと宇宙」が始まります。こちらもぜひどうぞ。
今、山口で宇宙が熱い︕

6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。

「Googleサービスがぜんぶわかる本」
洋泉社

「定年準備」
楠木 新 著

「同時通訳者のカバンの中」
中央公論新社

「差がつく70歳からの病気」

「長州藩」
三栄書房

朝日新聞出版 編

朝日新聞出版

関谷 英里子 著 祥伝社
「怪しくて妖しくて」
阿刀田 高 著 集英社

「ハーバリウムでつくるおしゃれな雑貨とインテリア」 「元禄お犬姫」

「ふしぎな県境」
西村 まさゆき 著

RA

企画展示

展示期間︓6月29日（金）～9月2日（日）
展示場所︓
小学生用ーこどもコーナー企画展示棚
※こどもカウンターにも館内のみ利用可能な本を置いて
います。
中学・高校生用ーティーンズコーナー書架E1横

時空旅人編集部 編

開催日︓7月28日（土）
場 所︓おはなしの部屋
時間・対象・テーマ︓
13︓30～14︓00
小学校低学年向け 「おいしいものいっぱい︕」
14︓30～15︓00
小学校中学年向け 「動物あつまれ」
15︓30～16︓00
小学校高学年向け 「名前はなあに︖」
定 員︓各回25人程度（当日先着順）

SO

小・中・高校生の
課題図書・指定図書をそろえています

新着図書

中央図書館では、夏休みに読むのにぴったりな本
をたくさんご紹介します。
ご参加をお待ちしています。

中央公論新社

errer 著

パイインターナショナル

諸田 玲子 著

中央公論新社

7月の行事予定
月 日
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7月8日
7月9日
7月11日
7月14日
7月15日
7月18日
7月21日
7月22日
7月23日
7月25日
7月28日
7月29日
7月30日

日
日
月
水
土
日
月
水
土
日
水
土
日
月
水
土
日
月

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

10:30～10:50
11:00～11:50
14:00～14:50
15:00～15:20
11:00～11:30
11:00～11:30
14:00～14:50
15:00～15:20
11:00～11:30
11:00～11:30
15:00～15:20
11:00～11:40
11:00～11:40
14:00～15:40
15:00～15:20
11:00～11:50
11:00～11:50
14:00～15:30

行 事 内 容

場 所

おはなし会
なかよしおばけ おばけネス湖へ行く ほか
漂泊の俳人 種田山頭火 ２ 放浪と句作の足跡・前編
ぴよぴよおはなし会
こてんこてんこ ４ キャプテンコック参上！ ほか
こてんこてんこ ４ おかしなお菓子の飛行船 ほか
漂泊の俳人 種田山頭火 ３ 放浪と句作の足跡・後編
ぴよぴよおはなし会
こてんこてんこ ３ びっくり！増えるミラー大作戦 ほか
こてんこてんこ ３ シャボン玉パニック！ ほか
ぴよぴよおはなし会
こびと観察入門 モモジリ、
クサマダラ、モクモドキ編
こびと観察入門 モモジリ（秘密の桃園）、イエコビト（こびとハウス）編
姉のいた夏、いない夏 主演：キャメロン・ディアス
ぴよぴよおはなし会
よりぬき キテレツ大百科 ５ ハダカの思い出！さくら湯ものがたり ほか
よりぬき キテレツ大百科 ５ 実りの秋！田んぼのアイドル田吾作ナリ ほか
伊豆の踊り子 主演：山口百恵

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
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

移動図書館「ぶっくん」の運行

南ルート
①コース（水曜日） 11日、25日
9：30～10：00
10：40～11：10
13：00～13：40
14：10～14：50
15：20～16：00

②コース（木曜日） 12日、26日

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） 4日、18日
9：50～10：30
10：50～11：30
13：10～13：50
14：30～15：10
15：30～16：10

入場無料

9：45～10：25
13：05～13：45
14：10～14：50
15：10～15：50

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） 5日、19日

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

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

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

③コース（金曜日） 13日、27日
10：00～10：40
13：00～13：40
14：10～14：50
15：20～16：00

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） 6日、20日
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） 6日、20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） 13日、27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︓7月1日（日）10:30～
※次回は、8月5日（日）の予定です。

②コース（水曜日） 11日、25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） 4日、18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 7月2日（月）14︓00～15︓30（山口市保健センター）
〇宮野地域 7月6日（金）10︓00～12︓00（宮野地域交流センター）
〇湯田地域 7月23日（月）14︓00～15︓30（山口市保健センター）

