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12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

※２３日（日）・２４日（月）祝休日開館します

読書補助具をご存知ですか？
新聞雑誌の閲覧コーナーやレファレンスカウンターに2種類の
読書補助具を置いています。
読みづらさを感じたときは、一度お使いになってみてください。
←リーディングルーペ
文字の大きさが2倍になり、色付きの
線のおかげで、読みたい部分が強調
されます。
リーディングトラッカー→
両横の行を隠すことで「読んでいる
行」に集中しやすくなります。

年末年始の休館と
ブックポストの利用休止
年末年始の休館に伴い、各ブックポストを利用して返却
することができなくなります。ご了承ください。
休館日
中央図書館︓12月29日（土）～1月3日（木）
ブックポスト利用休止期間
中央図書館︓
12月28日（金）19時～1月4日（金）8時30分
山口地域の各地域交流センター︓
12月28日（金）17時～1月4日（金）9時

ここにいるよ！私のお気に入り

企画展示 ベルの音 除夜の鐘
クリスマスとお正月、そして、パーティーに関する
本を集めました。ながめるだけでもワクワクします。
ぜひ手に取って、ご覧ください。
展示期間︓
11月23日（金）～12月28日（金）

新着図書

11月17日（土）の図書館まつり
で、県立大生企画「ここにいるよ︕
私のお気に入り」（作者名の表示板
作り）に、ご参加いただいた方々の
作品が館内の書架で活躍中です。
12月末までの設置となります。
誰かのお気に入り、一度読んでみ
ませんか。

11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。

「子ども文庫の100年」
高橋 樹一郎［著］ みすず書房
「絵本は心のへその緒」
松居 直 著 ブックスタート
「長州と京都」
出羽 修 著 文芸社
「旅する天皇」
竹内 正浩 著 小学館
「長寿企業の秘密 西日本編」
日本商工会議所 編 日本商工会議所

「あなたが介護で後悔する35のこと」
上村 悦子 著 講談社
「＜さぬきうどん＞の真相を求めて」
吉原 良一 著 旭屋出版

「＜東京オリンピック＞の誕生」
浜田 幸絵 著 吉川弘文館
「人は「のど」から老いる「のど」から若返る」
福島 英 著 講談社

「若返るクラゲ老いないネズミ老化する人間」 「野の春」
ジョシュ ミッテルドルフ 著 集英社インターナショナル
「世界史を変えた新素材」
佐藤 健太郎 著 新潮社
「図解でわかる︕感動接客」
長尾 雪子 著 秀和システム

宮本 輝 著

新潮社

「夜のリフレーン」
皆川 博子 著 KADOKAWA
「人生は還暦から︕」
小山内 美江子 著 ヨシモトブックス

12月の行事予定
月 日

曜日

12月1日
12月2日
12月3日
12月5日
12月8日
12月9日
12月10日
12月12日
12月15日
12月16日
12月17日
12月19日
12月22日
12月22日
12月26日

土
日
月
水
土
日
月
水
土
日
月
水
土
土
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

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

入場無料

行 事 内 容

場 所

クリスマスのころわん、せなけいこ あーんあん ほか
ビブリオ応援団！レノファ山口FCの選手と本で交流しよう
モヒカン族の最後 原作：ジェームズ・フェニモア・クーパー
ぴよぴよおはなし会
よりぬき キテレツ大百科 10 サンタクロース見ーつけた ほか
よりぬき キテレツ大百科 10 たずね人ダマでホワイトクリスマス ほか
ジンジャーとフレッド 監督・原案・脚本：フェデリコ・フェリーニ
ぴよぴよおはなし会
よりぬき キテレツ大百科 11 ブタゴリラのスケート特訓 ほか
げんきげんきノンタン うたおう！クリスマス
蒼天の夢 松陰と晋作・新世紀への挑戦 原作：司馬遼太郎
ぴよぴよおはなし会
ビリーヴ・イン・クリスマス
おはなしひろば クリスマススペシャル
ぴよぴよおはなし会

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
スタジオC
おはなしのへや
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） 12日、26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） 5日、19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） 13日、27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） 6日、20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） 14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） 7日、21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） 7日、21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） 14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） 5日、19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

②コース（水曜日） 12日、26日

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︓12月22日（土）15:00～
※次回は、1月6日（日）おはなし会の予定です。

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。

〇嘉川・佐山地域
12月 3日（月）10︓00～11︓00（嘉川地域交流センター）
〇小鯖地域
12月 7日（金）13︓30～14︓30（小鯖地域交流センター）

