
上映会 「大河ドラマ 西郷どん 総集編」

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。

新着図書

　

※１３日（月）祝休日開館します

1月カレンダー

　

ライブラリーコンサート♪
　　　　　　　　バリ・ガムラン‼

「あたしたち、海へ」
　井上　荒野　著　新潮社
「犯人は、あなたです」
　新堂　冬樹　著　河出書房新社
「月の落とし子」
　穂波　了　著　早川書房
「これからの図書館」
　谷一　文子　著　平凡社

「選んだ道が一番いい道」
　大宅　邦子　著　サンマーク出版　
「樹木希林のきもの」
　別冊太陽編集部　編　平凡社
「貴乃花 我が相撲道」
　石垣　篤志　著　文藝春秋
「草萌ゆる」
　種田　山頭火　著　創風社出版

「海の地政学」
　竹田　いさみ　著　中央公論新社　
「インドが変える世界地図」
　広瀬　公巳　著　文藝春秋
「壊されゆく子どもたち」
　水谷　修　著　日本評論社
「電車の顔図鑑」
　江口　明男　著　天夢人

■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月
NO.196
1月
NO.196

図書館薩長同盟講演会関連企画展示
展示期間︓令和２年1月4日（土）～2月3日(月)いよいよ新しい年のスタートです︕そして、

2020年の干支は「ねずみ」。ということで、
1月の企画展示は、干支やねずみ、お正月
に関する本を集めてみました。新しい年が、
みなさんにとって、よい年でありますように︕
展示期間︓12月26日（木）～1月22日

こども企画展示
じゅうにし・ねずみ・おしょうがつ

企画展示 「幕末志士たちの逆転人生」

❝ガムラン❞とはインドネシアのジャワ、バリ島の民俗音楽を総称し
たものです。
もとは、叩くを意味する「ガムル」が語源だと言われています。
今回は多種あるガムラン楽器の中から❝グンデルワヤン❞という楽
器をメインにお届けします。
グンデルワヤンは、バリ島で冠婚葬祭など、人生の節目で必ずと
言って良いほど演奏される楽器です。
この楽器は「天国の声」と呼ばれるほど、バリの人々の精神と切っ
ても切ることのできない深い繋がりを持っている楽器です。

日　 時︓1月25日（土）17時10分～（開場）
会　 場︓山口市立中央図書館内
演奏者︓shanti swari（サンティ スワリ）
入場料︓無料

日時︓令和２年1月20・27日（月） いずれも14時から
場所︓山口情報芸術センター スタジオＣ
定員︓100名（当日先着順、申し込み不要）

 

　

鹿児島市立図書館と山口市立中央図書館のコラボ事業として、

「西郷隆盛、木戸孝允の逆転人生～明治維新の立役者たちの

光と影～」と題した講演会を開催します。

幕末に藩で中心的な役割を担っていた西郷隆盛、木戸孝允に

スポットを当て、山口・鹿児島双方の講師による講演と対談

を行います。

演題：西郷隆盛、木戸孝允の逆転人生

　　　　　～明治維新の立役者たちの光と影～

講師：東川隆太郎氏（鹿児島市　NPO法人まちづくり地域フォーラム・かごしま探検の会代表理事）

         松前了嗣氏（山口市　防長史談会山口県本部山口支部支部長）

日時：令和２年２月２日（日）１３：３０～１５：３０
                                                          ※１３：００開場

場所：山口情報芸術センター　スタジオＡ

定員：３００名（当日先着順）　入場無料

やまぐち歴史講座２０１９　図書館薩長同盟講演会

「西郷隆盛、木戸孝允の逆転人生

　　　～明治維新の立役者たちの光と影～」



1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） 8日、22日 ②コース（木曜日） 9日、23日 ③コース（金曜日） 10日、24日

④コース（水曜日） 15日、29日 ⑥コース（金曜日） 17日、31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） 8日、22日

⑩コース（木曜日） 16日、30日

⑧コース（金曜日） 10日、24日

⑪コース（金曜日） 17日、31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

昨年の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） 16日、30日

1月4日
1月5日
1月5日
1月6日
1月8日
1月11日
1月12日
1月15日
1月18日
1月19日
1月20日
1月22日
1月25日
1月25日
1月26日
1月27日
1月29日

⑨コース（水曜日） 15日、29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︓1月5日（日）10:30～10:50       
　　※次回は、2月2日（日）おはなし会の予定です。

月　日　 　曜日　　 時     間　　　　　             　　　　 行　事　内　容                            　　    場　所

土
日
日
月
水
土
日
水
土
日
月
水
土
土
日
月
水

11:00～11:30
11:00～11:30
10:30～10:50
14:00～15:50
15:00～15:20
11:00～11:30
10:30～11:50
15:00～15:20
11:00～11:30
11:00～11:30
14:00～15:50
15:00～15:20
11:00～11:40
17:10～
11:00～11:30
14:00～16:30
15:00～15:20

スタジオＣ
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
図書館内
スタジオＣ
スタジオＣ
おはなしのへや

あらしのよるに ひみつのともだち　ガブもつらいよ
あらしのよるに ひみつのともだち　ほんとうのこと　　
　　おはなし会
第三の男　監督：キャロル・リード 出演：ジョセフ・コットン、オーソン・ウェルズ ほか
　　ぴよぴよおはなし会
おしりたんてい　ププッ あやしいほうもんしゃ
三人の騎士　世界名作アニメ
　　ぴよぴよおはなし会
ニルスのふしぎな旅　湖の火まつり
ニルスのふしぎな旅　森をつくった大男
西郷どん 総集編１　原作：林真理子 出演：鈴木亮平、瑛太 ほか
　　ぴよぴよおはなし会
ファーブル昆虫記　センチコガネとアワフキムシ
ライブラリーコンサート　演奏：shanti swari(サンティ スワリ)
ムーミンパペットアニメーション　友情の巻
西郷どん 総集編2　原作：林真理子 出演：鈴木亮平、瑛太 ほか
　　ぴよぴよおはなし会

〇大内地域 1月9日(木)・10日(金)10:00～12:00（大内地域交流センター）
〇平川地域 1月16日(木)10:00～12:00 14:00～16:00（平川地域交流センター）
〇大歳地域 1月17日(金)10:00～12:00 14:00～16:00（大歳地域交流センター）
〇吉敷地域 1月20日(月)10:00～12:00 14:00～16:00（吉敷地域交流センター）


