5月

NO.188

5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

※１日（水）～６日（月）は
祝休日開館します

図書館で学ぶウォーキング
企画展示 心と体の健康

～風薫る中央公園を歩こう～
新緑の季節がやってきました︕中央図書館では、山口市保
健センターとのコラボ講座「図書館で学ぶウォーキング～風薫る
中央公園を歩こう～」を開催します。
引き締め効果のあるウォーキング法や肩こり・腰痛解消のスト
レッチ等を中央公園での実技もあわせて学びます。
今年こそ春からウォーキングをはじめてみませんか♪
日 時︓2019年5月18日（土）10︓30～12︓30
集合場所︓山口情報芸術センター スタジオC
講 師︓健康運動指導士 澄川 絵里奈 氏
定 員︓山口市民・先着50名（要申込）
申込締切︓5月10日（金）まで
申 込︓山口市保健センター☎083-921-2666
企画展示

「心と体の健康」に関するマメ知識の紹介と
関連図書の企画展示を中央図書館で行います。
貸出も可能です。
展示期間︓4月18日（水）～5月19日（日）
参加費︓50円（保険料）
持参品︓歩きやすい服装と靴、飲み物、タオル、
筆記用具
※雨天の場合は、講義と簡単な実技および中央
図書館見学ツアーを行います。

中也を継ぐ者

こども企画展示

今年も第24回中原中也賞が決定しました。「中也を継ぐ者」として過去の受賞者
の受賞作品及びその他の作品を紹介します。詩集はもちろん絵本や小説など多彩
な作品があります。ぜひ手にとってみていただけたらと思います。
展示期間 4月26日(金)～5月6日(月) :第1回から12回までの受賞者
5月9日(木)～22日(水) :第13回から24回受賞者・第24回最終選考作品

新着図書
要 著

「感情天皇論」
新潮社
中央公論新社

「勝間式超コントロール思考」
勝間 和代 著

アチーブメント出版
筑摩書房

「ちゃんと歩ける東海道五十三次」
八木 牧夫 著

大塚 英志 著

筑摩書房

大澤 真幸 著

講談社

「最強の中学受験」
安浪 京子 著

山と渓谷社

齋藤 英彦 編

永岡書店

藤本 篤志 著

技術評論社

「封筒ギフトスタイル」
大和書房

森

珠美 著 日東書院本社

「ゆうゆうヨシ子さん」
岩波書店

「クルマのメカニズム大全」
青山 元男 著

岩崎 啓子 著
「営業の問題地図」

「医の希望」

「ヨーロッパ現代史」
松尾 秀哉 著

展示期間︓4月26日（金）～5月22日（水）

「365日和のおかず」

「社会学史」

「落花」
澤田 瞳子 著

今年のゴールデンウィークは、なんと、10連休。
おいしいお弁当を持って、さぁ、おでかけしましょ。

４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。

「方丈の弧月」
梓澤

おでかけしましょう

ナツメ社

嵐山 光三郎 著

中央公論新社

「久坂玄瑞」
一坂 太郎 著 ミネルヴァ書房

5月の行事予定
月 日
5月1日
5月4日
5月5日
5月5日
5月11日
5月12日
5月13日
5月15日
5月18日
5月19日
5月20日
5月22日
5月26日
5月27日
5月29日

曜日
水
土
日
日
土
日
月
水
土
日
月
水
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

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

入場無料

行 事 内 容

場 所

ぴよぴよおはなし会
ころわんのおはなし ころわんとこいのぼり ほか
嘆きの天使 監督 : ジョセフ・フォン・スタンバーグ
おはなしひろば こどもの日スペシャル
おしりたんてい ププッ ふめつのせっとうだん
ファーブル昆虫記５ カマキリとミノムシ
天皇陛下御即位から三十年、映像100年史日本の記録18 皇太子ご成婚と60年安保闘争
ぴよぴよおはなし会
図書館で学ぶウォーキング
ファーブル昆虫記６ クモとシデムシ
ヌーヴェルヴァーグ 出演 : アラン・ドロン
ぴよぴよおはなし会
ムーミンパペットアニメーション パパの青春 ムーミンパパの思い出 ほか
シャレード 出演 : オードリー・ヘップバーン、ケイリー・グラント
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
スタジオＣ
おはなしのへや
スタジオC ほか
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

移動図書館「ぶっくん」の運行
南ルート
①コース（水曜日） 22日
9：30～10：00
10：20～11：00
13：00～13：40
14：10～14：50
15：20～16：00

②コース（木曜日） 9日、23日

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） 1日、15日、29日
9：50～10：30
10：50～11：30
13：10～13：50
14：40～15：20
15：40～16：10

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

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

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

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） 2日、16日、30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）

③コース（金曜日） 10日、24日

⑥コース（金曜日） 3日、17日、31日

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

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） 3日、17日、31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） 10日、24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

②コース（水曜日） 22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） 1日、15日、29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）

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

※次回は６月２日（日）10:30〜 おはなし会の予定です。

～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
5月13日（月）14:00～15:30 場所:山口市保健センター
〇宮野地域
5月24日（金）10:00～12:00 場所:宮野地域交流センター
〇湯田地域
5月27日（月）14:00～15:30 場所:山口市保健センター

