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11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（土）、２３日（金）祝日
開館します

第15回山口市立中央図書館まつり
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ー15回目となる今年は、イベント盛りだくさん︕ー
日 時︓11月17日（土）10:00～16:00
場 所︓山口情報芸術センター（YCAM）・
中央図書館・中央公園
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やまぐち歴史講座2018 図書館薩長同盟講演会
「薩摩スチューデントと長州ファイブ
～海を渡った志士たち～」
講師︓鹿児島市 森 孝晴氏（鹿児島国際大学教授）
山口市 松前 了嗣氏（山口市郷土史家）
会場︓YCAM スタジオA
時間︓10:30～12:30（10:00開場）
記念講演会
「勝ちたかったから知りたかった」
講師︓岩政 大樹氏（山口県出身、元サッカー日本代表）
会場︓YCAM スタジオA
時間︓14:00～15:30（13:30開場）
※当日会場で、著書を購入の先着60名様にサイン会を
行います。（サインは1人1冊）
おはなしひろば
会場︓おはなしのへや
時間︓①10:30～11:00 きいろいひよこ
②13:00～13:30 黒瀬圭子さん
（下関市在住、童話作家・語り部）
③15:00～15:30 図書館職員
※11:00～/13:30～しおりづくり（30分間）

点字で名刺づくり
会場︓YCAM ワークスペース前
時間︓10:00～14:30
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対面読書体験
会場︓朗読サービス室 時間︓10:00～14:30
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ぶっくんにのってみよう
会場︓第1駐車場奥（雨天時 ぶっくん車庫）
時間︓10:00～15:00
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こどもスタンプラリー
会場︓YCAM インフォメーションスペース
時間︓台紙配布 12:00～14:00（先着100人）
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ここにいるよ！私のお気に入り
時間︓11:00～16:00（受付15:30まで）
好きな作家の名前をデザインして、
県立大生企画
図書館の棚に飾りませんか︖
会場：インフォ
撮って集めて！inライブラリ
メーションスペース
時間︓11:00～16:00
1日限定の撮影スポットで写真を撮って、
＃をつけてSNSにUP!先着200人にプレゼントあり︕
としょかんマルシェ
会場︓中央公園南側一帯
時間︓10:00～販売終了まで
中央公園おなじみの「おいでマルシェ」、花陰、
仁保の森カフェYAEMON3、ステップあそかの園、
鳴滝園が大集合︕
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「障害のある子の「親なきあと」」
河出書房新社

「長沢鼎」
森 孝晴 著

図書館まつり
恒例のお楽しみ

10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。

「いい老い加減」
石川 恭三 著

ブックリサイクル
会場︓YCAM ホワイエ
時間︓10:00～14:00

6

劇場版アルプスの少女ハイジ上映会
会場︓YCAM スタジオC
時間︓10:30～12:20

新着図書

■開館時間
平日／10:00～19:00
土日祝日／10:00～17:00

渡部 伸 著

主婦の友社

「世界で一番美しい化学反応図鑑」
高城書房

「キッチンで読むビジネスのはなし」
一田 憲子 著 KADOKAWA

セオドア グレイ 著 創元社
「ママが楽になる絵本レシピ31」
景山 聖子 [著]

小学館

「大人の語彙力「言いまわし」大全」
齋藤 孝 著

KADOKAWA

「想い人」
諸田 玲子 著

文藝春秋

「楽しく百歳、元気のコツ」
吉沢 久子 著

新日本出版社

11月の行事予定
月 日

曜日

11月3日
11月4日
11月5日
11月7日
11月11日
11月12日
11月14日
11月17日
11月17日
11月17日
11月18日
11月19日
11月21日
11月24日
11月25日
11月26日
11月28日

土
日
月
水
日
月
水
土
土
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

15:00～15:30
11:00～11:40
14:00～15:10
15:00～15:20
10:30~12:00
14:00～16:00
15:00～15:20
10:30～12:20
10:30～12:30
14:00～15:30
11:00～11:50
14:00～15:30
15:00～15:20
11:00～12:00
11:00～12:00
14:00～15:50
15:00～15:20

入場無料

行 事 内 容

場 所

おはなしひろば
ころわんのおはなし、おばけのてんぷら ほか
薩摩スチューデント、西へ・ブドウ王と呼ばれたラストサムライ ほか
ぴよぴよおはなし会
山口市ブックスタート推進事業15周年記念講演会
長州ファイブ 監督・脚本：五十嵐匠 キャスト：松田龍平
ぴよぴよおはなし会
劇場版アルプスの少女ハイジ 演出：高畑勲
やまぐち歴史講座2018図書館薩長同盟講演会
第15回山口市立中央図書館まつり記念講演会
わしも １ わしも登場
ピロスマニ 監督：ゲオルギー・シェンゲラーヤ
ぴよぴよおはなし会
ムーミン パペットアニメーション 友情の巻
わしも ３ 金ぴかわしも
枯葉／夜の門 監督：マルセル・カルネ キャスト：イヴ・モンタン
ぴよぴよおはなし会

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
おはなしのへや
スタジオC
スタジオＡ
スタジオＡ
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

移動図書館「ぶっくん」の運行
南ルート
①コース（水曜日） 14日、28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） 7日、21日
9：50～10：30
10：50～11：30
13：10～13：50
14：30～15：10
15：30～16：10

②コース（木曜日） 1日、15日、29日
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） 8日、22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） 2日、16日、30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） 9日、23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） 9日、23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） 2日、16日、30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）
○おはなしひろば
日時︓11月3日（土）15:00～
※次回は、12月2日（日）おはなし会の予定です。

②コース（水曜日） 14日、28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） 7日、21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。

〇白石・大殿地域
11月 5日（月）14︓00～15︓30（山口市保健センター）
〇湯田地域 11月12日（月）14︓00～15︓30（山口市保健センター）
〇宮野地域 11月16日（金）10︓00～12︓00（宮野地域交流センター）

