
再生可能エネルギーに関するパネル展示と併せて
主に子ども向けの再生エネルギーに関する本を展示します。
12月26日には「図書館で学ぼう︕
親子のエネルギー教室」も開催されます。
この機会に再生可能エネルギーについて考えてみませんか︖
展示期間︓12月1日（日）～12月28日（土）

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。新着図書

　

12月カレンダー

　

図書館で学ぼう！
　親子のエネルギー教室

ビブリオ応援団！レノファの選手と本で交流しよう‼
企画展示

　楽しみながら、電気の性質や働き、発電の方法を学び
　　　　　　　　　　　　エネルギーとは何かを学んでみましょう。

日　時︓令和元年12月26日（木）14時00分～15時30分
場　所︓山口市立中央図書館　共同利用スペース
内　容︓①電気発生のしくみと発電所のしくみについて
　　　　　 ②電気を作ってみよう ～発電体験～
　　　　　 ③電気のとおり道について
　　　　　 ④単極モーター工作
対　象︓小学４～６年生とその保護者(先着30名)
講　師︓中国電力株式会社山口営業所社員
申　込︓12月17日(火)までに、参加者と保護者の氏名、住所、　
　　　　　 電話番号を山口市環境政策課へご連絡ください。
　　　　　　☎083-941-2181　FAX083-927-1530

２０１９
　　12／14SAT
　　　10:30～11:10
　　　(10:00開場)
　　　レノファ山口FCの
　　　選手による
　　　読み聞かせ
　　　イベント
会場　山口情報芸術センタースタジオＣ(２F)
定員１００名(当日先着順)　参加無料

「神を喰らう者たち」
　新堂　冬樹 著　光文社
「風神雷神」 上・下
　原田　マハ 著　OHP研究所
「日本人は本当に無宗教なのか」
　礫川　全次 著　平凡社
「日本夜景遺産」
　丸々　もとお 著　河出書房新社

「賛否両論 おせちの本完全版」
　笠原　将弘 著　KADOKAWA
「長寿と画家」
　河原　啓子 著　フィルムアート社
「終わりなき探求」
　パール S.バック 著　国書刊行会
「大内義隆」
　藤井　祟 著　ミネルヴァ書房

「登山口情報322」
　全国登山口調査会 編　南々社
「池上彰のお金の学校」
　池上　彰 著　朝日新聞出版
「台風予測の最前線」
　中澤　哲夫 著　成山堂書店
「熊本城超絶再現記」
　島　充 著　新紀元社

■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

12月
NO.195
12月
NO.195

学んでみよう！再生可能エネルギー

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（日）～1月3日（金）
ブックポスト利用休止期間
　中央図書館
　　12月28日（土）17時～1月4日（土）8時30分
　山口地域の各地域交流センター
　　12月27日（金）17時～1月6日（月）9時00分

※図書整理日第３木曜日



12月の行事予定

  9：45～10：25　山口県立育成学校(大内)

13：00～13：40　宮野高齢者生きがいｾﾝﾀｰ　　

14：10～14：50   仁保地域交流ｾﾝﾀｰ

15：20～16：00　仁保下郷深野(有限会社
　　　　　　　　　　　　須子測地開発前)　　

移動図書館「ぶっくん」の運行

  9：50～10：30　大海総合ｾﾝﾀｰ

10：50～11：30　秋楽園

13：10～13：50　大海小学校（秋穂）　　　

14：40～15：20   小鯖地域交流ｾﾝﾀｰ

15：40～16：10　小京都ﾆｭｰﾀｳﾝ集会所（大内）

  9：20～  9：50　宮野上(大和保男氏宅前)

10：10～10：50　大内地域交流センター 　

13：05～13：45　二島小学校　　　

14：10～14：50   鋳銭司地域交流ｾﾝﾀｰ

15：10～15：50　陶地域交流ｾﾝﾀｰ

10：00～10：40　鋳銭司小学校

10：55～11：25　梅光苑

13：00～13：40　井関小学校（阿知須）　　　

14：20～15：00   山口リハビリテーション病院(平川)

15：20～16：00　平川地域交流ｾﾝﾀｰ

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

10：00～10：40　佐山小学校

10：50～11：25　佐山ふれあい館　

13：10～13：50　興進小学校（嘉川）　　　

14：10～14：50   名田島いきいきやかた

15：20～16：00　大歳地域交流ｾﾝﾀｰ

①コース（水曜日） 4日、18日 ②コース（木曜日） 5日、19日 ③コース（金曜日） 6日、20日

④コース（水曜日） 11日、25日 ⑥コース（金曜日） 13日、27日

入場無料土・日曜日の上映会はこども向け、月曜日は大人向けです。

⑦コース（水曜日） 4日、18日

⑩コース（木曜日） 12日、26日

⑧コース（金曜日） 6日、20日

⑪コース（金曜日） 13日、27日

10：00～10：30　篠生分館

11：00～11：30　生雲分館

13：40～14：00　阿東園

14：10～14：40　元粟屋医院駐車場（三谷）

15：00～15：30　ほほえみの郷トイトイ（地福）

10：20～10：50　小古祖ふれあい会館

11：00～11：30　伊賀地ふれあいの館　

12：50～13：40　八坂小学校

13：50～14：20　とくぢ苑　

10：10～10：40　柚野木小学校

12：40～13：20　さくら小学校

13：30～14：00　鷹の巣公会堂　

14：20～15：00　阿東老人ホーム（生雲）

14：00～14：30　嘉年分館

北ルート

 南ルート

10月よりサービステーション・

時間に変更がありましたので

ご注意ください。

⑤コース（木曜日） 12日、26日

12月1日
12月1日
12月2日
12月4日
12月7日
12月7日
12月8日
12月8日
12月9日
12月11日
12月14日
12月15日
12月15日
12月16日
12月18日
12月21日
12月22日
12月23日
12月25日
12月26日
12月28日

⑨コース（水曜日） 11日、25日

10：40～11：10　串分館

11：30～12：00　島地分館

13：20～13：50　あさぎりの館

14：40～15：10　柚野分館

おはなし会 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。

 ～赤ちゃんと絵本を楽しむ～ 

　ブックスタート体験会

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︓12月1日（日）10:30～10:50       
　　※次回は、1月5日（日）おはなし会の予定です。

月　日　 　曜日　　 時     間　　　　　             　　　　 行　事　内　容                            　　    場　所

日
日
月
水
土
土
日
日
月
水
土
日
日
月
水
土
日
月
水
木
土

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

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 他
旧レストランスペース
スタジオＣ
共同利用スペース
スタジオＣ
おはなしのへや
スタジオＣ
共同利用スペース
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
共同利用スペース
スタジオＣ

あらしのよるに ひみつのともだち　はしれ、ガブ
　　おはなし会
風雲児たちー蘭学革命篇ー　脚本：三谷幸喜 出演：片岡愛之助、新納慎也
　　ぴよぴよおはなし会
水野仁輔講演会「我が家のカレーはどこへ行く？」
ワークショップ「スパイスは怖くない！スパイスブレンドに挑戦」
「さこももみさん読み聞かせ講演会」
「もうすぐクリスマス！さこももみさんとアドベントカレンダーを作ろう！」
商船テナシチー　監督：ジュリアン・デュヴィヴィエ 出演：アルベール・プレジャン
　　ぴよぴよおはなし会
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
『月に吠えらんねえ』ファントーク
白雪姫　世界名作アニメ
潮騒　出演：山口百恵、三浦友和
　　ぴよぴよおはなし会
ニルスのふしぎな旅　しんまいパパのモルテン  ほか
ニルスのふしぎな旅　あとを追わないでゴルゴ ほか
汚名　監督：アルフレッド・ヒッチコック　出演：イングリッド・バーグマン、ケーリー・グラント
　　ぴよぴよおはなし会
図書館で学ぼう！親子のエネルギー教室
おしりたんてい　ププッ いせきからのSOS

 

〇嘉川・佐山地域　 12月　2日（月）10︓00～11︓00（嘉川地域交流センター）
〇小鯖地域　12月　6日（金）13︓30～14︓30（小鯖地域交流センター）


