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1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

※１４日（月）祝休日開館します

ライブラリーコンサート♪

企画展示 「平成」

中華人民共和国内モンゴル自治区出身で、現在山口大学
教育学部研究生の刘宇超さんをお招きし、中国の箏、古筝
（こそう、Gu Zheng、グーチェン）を演奏していただきます。
古筝は、中国の伝統楽器で、唐の時代に日本へ伝来し、日
本の琴のルーツとなったと言われています。
日本の琴との違いなど、お話をはさみつつ、ダイナミックで華や
かな古筝の音色を楽しんでみませんか。
当日は16時台にも1曲演奏する予定です。

平成最後の年がはじまりました。
流行したもの、注目された人々や事件に
ついて書かれた本を集め、平成という時代
の流れを再現してみました。
合わせて、平成の芥川賞・直木賞
受賞作品も展示しています。
貸し出し中のものについては、
ご予約ください。

日 時︓1月27日（日）17時10分～（開演）
場 所︓中央図書館フロア内
定 員︓50人程度（当日先着順）
入場料︓無料
プログラム︓
「夜来香」、「北国の春」 ほか

展示期間︓1月4日（金）～

こども企画展示 お正月・干支（いのしし）

年末年始の休館、各ブックポストの利用停止
休館日︓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

新着図書

お年玉、おせち料理、初もうで、お正月飾りと
「お正月ならでは︕」のことって、たくさんあります
よね。「お正月」を絵本で読んでみませんか。
今年の干支、いのししの登場する絵本もあり
ます。
展示期間︓12月26日（水）～1月31日

12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。

「私が食べた本」
村田 沙耶香 著 朝日新聞出版
「明治天皇の聖蹟を歩く 西日本編」
打越 孝明 著 KADOKAWA
「女性のための「起業の教科書」」
豊増 さくら 編著 日本実業出版社
「新築がお好きですか︖」
砂原 庸介 著 ミネルヴァ書房
「寄付をしてみよう、と思ったら読む本」
渋澤 健 著 日本経済新聞出版社

「こんにちは、民生委員です。」
鶴石 悠紀 著 幻冬舎メディアコンサルティング
「陰陽五行でわかる日本のならわし」
長田 なお 著 淡交社
「俵山温泉読本」
松田 忠徳 著 書肆長門
「動物園巡礼」
木下 直之 著 東京大学出版会
「脳科学者の母が、認知症になる」
恩蔵 絢子 著 河出書房新社

「大塚正富のヒット塾」
廣田 章光 編 日本経済新聞出版社
「１％の成功（ゴール）をつかむ99％の準備力」
霜田 正浩 著

朝日新聞出版

「天下普請」
稲葉 稔 双葉社
「ハラスメントゲーム」
井上 由美子 著 河出書房新社
「がんに生きる」
なかにし 礼 小学館

1月の行事予定
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水
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水
土
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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

11:00～11:35
10:30～10:50
11:00～11:30
14:00～15:20
15:00～15:20
11:00～11:50
11:00～11:50
15:00～15:20
11:00～11:50
11:00～11:50
14:00～15:30
15:00～15:20
11:00～12:10
11:00～11:50
14:00～15:50
15:00～15:20

入場無料

行 事 内 容

場 所

旭山動物園に行ってきました 冬の動物園
おはなし会
せなけいこのあかちゃんビデオ いやだ いやだ
唐相撲 出演：野村萬斎、茂山千之丞、茂山千五郎
ぴよぴよおはなし会
よりぬき キテレツ大百科 11 日本一の福袋 遂にでました100万円 ほか
よりぬき キテレツ大百科 13 雪国でミステリー ほか
ぴよぴよおはなし会
ムーミン パペット・アニメーション ママの巻 犬のセドリック ほか
ムーミン パペット・アニメーション ママの巻 ムーミンママの庭 ほか
かわいい配当 出演：スペンサー・トレイシー、エリザベス・テイラー
ぴよぴよおはなし会
雪の女王[1957年] 原作：ハンス・アンデルセン
よりぬき キテレツ大百科 13 クマダも参加？車と列車のスキー旅行！ ほか
アンナ・カレーニナ 原作：レオ・トルストイ、出演：ソフィー・マルソー
ぴよぴよおはなし会

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
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

移動図書館「ぶっくん」の運行
南ルート
①コース（水曜日） 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

②コース（木曜日） 17日、31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） 10日、24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） 4日、18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） 11日、25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） 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︓1月6日（日）10:30～

②コース（水曜日） 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。

場所︓各地域交流センター
〇大内地域 1月10日（木）・11日（金）10︓00～12︓00
〇平川地域 1月17日（木）10︓00～12︓00/14:00~16:00
〇大歳地域 1月18日（金）10︓00～12︓00/14:00~16:00
〇吉敷地域 1月21日（月）10︓00～12︓00/14:00~16:00

