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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

※４日(月)・２３日(土)は祝日開館します

第16回山口市立中央図書館まつり
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ー16回目となる今年も、イベント盛りだくさん︕ー
日 時︓11月24日（日）10:00～
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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ブックリサイクル（古本市）

7
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点字で名刺づくり
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対面朗読体験
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図書色見本 みんなでつくる出会いの本棚
会場︓図書館内ティーンズコーナー横中庭付近
時間︓11:00～15:30〈受付終了〉

ぶっくんにのってみよう
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おはなしひろば

栗林和彦 写真展〈図書館周辺〉
場所︓図書館内交流スペース壁面
期間︓11月24日～12月28日
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会場︓図書館内 おはなしのへや
時間︓①10:30～ ②13:30～

新着図書

WANTED！この本を探して！

会場︓図書館内交流スペース
時間︓11:00～15:30〈受付終了〉

会場︓YCAM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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ブックカバーを作ってみよう！
会場︓YCAM インフォメーションスペース
時間︓11:00～15:30〈受付終了〉（先着100人）

会場︓朗読サービス室
時間︓10:00～14:30
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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 11:30～13:30（先着100人）

会場︓YCAM ワークスペース前
時間︓10:00～14:30
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「天使のいる図書館」上映会
会場︓YCAM２階 スタジオC （定員100人）
時間︓15:00～17:00

会場︓YCAM ホワイエ
時間︓10:00～14:00
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■開館時間
平日／10:00～19:00
土日祝日／10:00～17:00

コーヒーテイスティング
場所︓図書館入口側中庭
（雨天の場合はインフォメーションスペース）
時間︓13:00～15:00

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。

「ヴィーナスは天使にあらず」
赤川 次郎 著 KADOKAWA
「菊花の仇討ち」
梶 よう子 著 文藝春秋
「死にゆく者の祈り」
中山 七里 著 新潮社
「海峡に立つ」
許 永中 著 小学館

「社会保障再考」
菊池 馨実 著 岩波書店
「ウンチ学博士のうんちく」
長谷川 政美 著 海鳴社
「海洋プラスチック汚染」
中嶋 亮太 著 岩波書店
「走れ︕ダンボルギーニ‼」
今野 英樹 著 方丈社

「おうち昼ごはんお助け帳」
福岡 直子 著 ナツメ社
「読むラグビー」
大友 信彦 著 実業之日本社
「迷いながら生きていく」
五木 寛之 著 PHP研究所
「猫庭ものがたり」
手島 姫萌 著 朝日出版社

11月の行事予定
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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

11:00～11:30
11:00～11:30
15:00～15:30

行 事 内 容

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

場 所
スタジオＣ

あらしのよるに ひみつのともだち メイのしあわせ

スタジオC

あらしのよるに ひみつのともだち かこまれたガブ

おはなしのへや

おはなしひろば

15:00～15:20

おはなしのへや

ぴよぴよおはなし会

ファーブル昆虫記
おしりたんてい
荒武者キートン

スタジオＣ

バッタとカミキリムシ

スタジオＣ

ププッ コアラちゃんだいかつやく

スタジオC

監督・出演：バスター・キートン

おはなしのへや

ぴよぴよおはなし会

ニルスのふしぎな旅
ニルスのふしぎな旅

入場無料

スタジオＣ

五羽のていさつ隊 ほか

父をさがすガチョウ番の子 ほか

スタジオＣ

山下清物語 裸の大将放浪記 原作：山下清 出演：芦屋雁之助、中村玉緒

スタジオＣ

11:00～11:40

おしりたんてい

スタジオＣ

15:00～16:50

天使のいる図書館 監督：ウエダアツシ 出演：小芝風花、横浜流星

14:00～16:00
15:00～15:20
10:00～

14:00～16:00
15:00～15:20

ぴよぴよおはなし会

ププッ かいとう たい たんてい

山口市立中央図書館まつり

歴史は女で作られる 監督：マックス・オフュルス 出演：マルティーヌ・キャロル
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

移動図書館「ぶっくん」の運行
南ルート
①コース（水曜日） 6日、20日
9：45～10：25
13：00～13：40
14：10～14：50
15：20～16：00

②コース（木曜日） 7日、21日

山口県立育成学校(大内)
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） 13日、27日
9：50～10：30
10：50～11：30
13：10～13：50
14：40～15：20
15：40～16：10

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）

9：20～ 9：50
10：10～10：50
13：05～13：45
14：10～14：50
15：10～15：50

宮野上(大和保男氏宅前)
大内地域交流センター
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） 14日、28日
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）
山口リハビリテーション病院(平川)
平川地域交流ｾﾝﾀｰ

③コース（金曜日） 8日、22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） 1日、15日、29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
⑧コース（金曜日） 8日、22日

⑦コース（水曜日） 6日、20日
10：20～10：50
11：00～11：30
12：50～13：40
13：50～14：20

小古祖ふれあい会館
伊賀地ふれあいの館
八坂小学校
とくぢ苑

⑩コース（木曜日） 14日、28日
14：00～14：30 嘉年分館

おはなし会

10：10～10：40
12：40～13：20
13：30～14：00
14：20～15：00

⑨コース（水曜日） 13日、27日

柚野木小学校
さくら小学校
鷹の巣公会堂
阿東老人ホーム（生雲）

⑪コース（金曜日） 1日、15日、29日
10：00～10：30
11：00～11：30
13：40～14：00
14：10～14：40
15：00～15：30

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（日）15:00～
※次回は、12月1日（日）おはなし会の予定です。

篠生分館
生雲分館
阿東園
元粟屋医院駐車場（三谷）
ほほえみの郷トイトイ（地福）

10：40～11：10
11：30～12：00
13：20～13：50
14：40～15：10

串分館
島地分館
あさぎりの館
柚野分館

10月よりサービステーション・
時間に変更がありますのでご注意
ください。

～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11日（月）14︓00～15︓30（山口市保健センター）
〇宮野地域 11月22日（金）10︓00～12︓00（宮野地域交流センター）
〇湯田地域 11月25日（月）14︓00～15︓30（山口市保健センター）

