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4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

※４月２９日（月）３０日（火）
５月１日（水）～６日（月）祝休日開館
します。

４月28日（日）開催決定︕

平成27年に新市誕生10周年記念事業としてはじめた山口市立
図書館全６館同日開催の「こどもワイワイ図書館」が今年で5回目
を数えます。
図書館がこどもたちに贈る特別な１日です。多彩なイベントをご準
備しています。ぜひ楽しい時間をお過ごしください。

親子で一緒に落語会
～こどもだって落語は楽しい～
今年もやります！山口大学落語研究会プロデュー
スの落語会。笑いすぎに要注意

まがたまをつくろう！

読み聞かせ（おはなし会）＆音楽会
毎年恒例になった、エフエム山口のパーソナリティのみなさ
んとエレクトーン奏者三輪あずささんによる企画です。
第１部はＹＣＡＭスタジオＡの大きなスクリーンに絵本を
映し、エレクトーンの音に合わせて読み聞かせをします。
第２部は図書館内交流スペースに場所を移し、音楽会を
行います。

館内で利用可能な

木工ビーズでストラップを作ろう
国立山口徳地青少年自然の家のスタッフのみなさ
んと木工ビーズでストラップを作ります。

タブレット端末、ポータブルＣＤプレーヤー、
ポータブルＤＶＤプレーヤーをお貸ししています

リニューアルオープンに伴い、インターネットやＣＤ・
ＤＶＤなどの視聴覚資料をご利用いただくために
新たな機器をご用意しています。
タブレット端末は館内どこででも、ポータブル機器は、

新着図書

山口県立山口博物館学芸員を講師に迎え、勾玉を
作ります。定員：小学生20名程度、事前申込制

電源のある閲覧テーブルでお使いいただけます。
お申込みには利用カードが必要です。
レファレンスカウンターで、お申込みください。
※ＣＤ・ＤＶＤはまんがコーナー近くに移動しました。

▲タブレット端末

３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。

「悪のＡＩ論」
平 和博 著 朝日新聞出版
「本をつくる」
鳥海 修 著 河出書房新社
「鳥居大図鑑」
藤本 頼生 編著 グラフィック社
「元号と日本人」
宮瀧 交二 監修 プレジデント社

「地域おこし協力隊」
椎川 忍 編著 農山漁村文化協会
「子連れ防災ＢＯＯＫ」
ママプラグ 著 祥伝社
「吉田松陰『孫子評註』を読む」
森田 吉彦 著 ＰＨＰ研究所
「サクラの文化誌」
岩崎 文雄 著 北隆館

「発達障害グレーソーン」
姫野 桂 著 扶桑社
「羽生善治×ＡＩ」
長岡 裕也 著 宝島社
「麦本三歩の好きなもの」
住野 よる 著 幻冬舎
「寺内正毅と近代陸軍」
堀 雅昭 著 弦書房

4月の行事予定
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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

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

行 事 内 容

入場無料

場 所

キタキツネ物語
ぴよぴよおはなし会
おしりたんてい ププッとかいけつ！おしりたんていとうじょう ほか
おはなし会
ぐるんぱのようちえん
陽光桜 監督・脚本：高橋 玄、主演：笹野 高史
ぴよぴよおはなし会
よりぬき キテレツ大百科 １
おしりたんてい ププッ おおどろぼう あらわる！ほか
アリゲニー高原の暴動 出演：ジョン・ウェイン
ぴよぴよおはなし会
ファーブル昆虫記 ４ モンシロチョウとカメムシ
シンデレラ 世界名作アニメ
野ばら 監督：マックス・ノイフェルト
ぴよぴよおはなし会
ファーブル昆虫記 ２ アリとオトシブミ
こどもワイワイ図書館

スタジオC
おはなしのへや
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
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） 10日、24日
9：30～10：00
10：20～11：00
13：00～13：40
14：10～14：50
15：20～16：00

宮野上(大和保男氏宅前)
大内地域交流ｾﾝﾀｰ
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） 3日、17日
9：50～10：30
10：50～11：30
13：10～13：50
14：40～15：20
15：40～16：10

②コース（木曜日） 11日、25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） 4日、18日

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

10：00～10：40
10：55～11：25
13：00～13：40
14：20～15：00
15：20～16：00

鋳銭司小学校
梅光苑
井関小学校（阿知須）
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） 12日、26日
13：00～13：40 上郷小学校（小郡）
14：10～14：50 嘉川地域交流ｾﾝﾀｰ
15：20～16：00 吉敷地域交流ｾﾝﾀｰ

⑥コース（金曜日） 5日、19日
10：00～10：40
10：50～11：25
13：10～13：50
14：10～14：50
15：20～16：00

佐山小学校
佐山ふれあい館
興進小学校（嘉川）
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） 5日、19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） 12日、26日
10：20～11：00 柚野木小学校（徳地）
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 こどもの日スペシャル
日時︓5月5日（日）15:00～15:40

②コース（水曜日） 10日、24日

「ぶっくん」に乗っている
10：00～10：30 ほほえみの郷トイトイ（阿東地福） 司書が、本に関する相談に
13：00～13：40 八坂小学校（徳地）
お応えします。
14：20～15：00 徳地地域交流ｾﾝﾀｰ 島地分館
どうぞお立ち寄りください。

④コース（水曜日） 3日、17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。

〇小鯖地域
4月5日（金）13︓30～14︓30 場所︓小鯖地域交流センター
〇嘉川・佐山地域
4月8日（月）10︓00～11︓00 場所︓嘉川地域交流センター

