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2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

※11日(火)・24(月)祝休日開館します
※12日(水)は振替休館します

「山口市まちじゆう図書館」

ワイカムシネマ×中央図書館×トネリコ連携企画

新しいパートナー事業者が決定しました
山口市まちじゅう図書館は、まちなかの人が集まる場所にサテライトラ
イブラリーを設置して、 本を通じた新たな発見や学びの場を創出する
取り組みです。
12月に事業者の追加公募を行った結果、お茶の鴻雪園(大殿)
Hair Salon LoLo(吉敷)の２事業者を新たにパートナー事業者と
して選定しました。
事業者の皆さまには、サテライトライブラリーを開設していただくととも
に、それぞれの事業者のノウハウや専門性を生かしたワークショップや
講座などを開催していただく予定です。

「映画 リンドグレーン」
を観て語り合おう！
映画を観て感じたこと
児童文学について思っていること

など

気軽に語り合いませんか？
ご参加をお待ちしております。

◆2020年1月現在のまちじゅう図書館のパートナー事業者。

・猫カフェ&ギャラリーGATO(宮野) ・お茶の鴻雪園(大殿)
・COFFEE BOY 山口店(白石) ・gelato & coﬀee Pelo(湯田)
・カフェド・センス(大内) ・Hair Salon LoLo(吉敷)
・COFFEE AND PLANTS(平川) ・SARA 21 Beauty Sight(大歳)
・HANAKAGE CAFE Bouquet(小鯖) ・Cafe はなめ(小郡)
・ローズデンタルクリニック・ベビーサロン(小郡)

日 時：令和２年２月９日（日）14：３０～１５：３０
場 所：山口情報芸術センター ２階 多目的室
参加費：無料
定 員：１５名・先着順（電話受付中です）
☎083-901-1040
企画展示

こども企画展示
こころをつたえましょう
今月のテーマは、２月１４日のバレンタインデーにちなんで、「ここ
ろをつたえましょう」です。チョコレートの作り方の本や、チョコレート
がタイトルについているおはなし、こころにキュンと響く物語や、親子
で読んでもらいたい絵本などを揃えています。寒い季節ですが、本
を通じて「あたたかい心」を伝えてみませんか。

展示期間︓令和２年2月5日（水）～2月26日(水)
「リンドグレーン」上映日程 YCAMスタジオＣ
◎1/22(水)12:30 ◎1/24(金)10:30 ◎1/25(土)13:30
◎1/26(日)15:40 ◎1/30(木)12:40 ◎1/31(金)14:55
◎2/1(土)13:30 ◎2/8(土)13:30 ◎2/9(日)12:00

展示期間︓1月24日（金）～2月26日（水）

新着図書

「児童文学作家 リンドグレーン
～長くつ下のピッピ 創作の原点～」

※詳細は山口情報芸術センター(083-901-2222)まで！

１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。

「まずはこれ食べて」
原田 ひ香 著 双葉社
「わが子をAIの奴隷にしないために」
竹内 薫 著 新潮社
「前方後円墳とはなにか」
広瀬 和雄 著 中央公論新社
「幕末期の八王子千人同心と長州征討」
岩橋 清美 編 岩田書院

「「言葉」が暴走する時代の処世術」
太田 光 著 集英社
「教育激変」
池上 彰 著 中央公論新社
「検証温暖化」
近藤 邦明 著 不知火書房
「ねぇ、これ捨ててみない︖」
ゆるり まい 著 幻冬舎

「てらねこ」
石原 さくら 写真 KADOKAWA
「犬のための家庭の医学」
野澤 延行 著 山と溪谷社
「パパは漫才師」１・２
シャンプーハットこいで 著 小学館
「パラアスリート」
山田 清機 著 PHP研究所

２月の行事予定
月 日
2月1日

曜日
土

2月2日

日

2月2日

日

2月2日

日

時

間

11:00～11:30

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。

行 事 内 容

場 所
スタジオＣ

あらしのよるに ひみつのともだち はじめてのおでかけ

あらしのよるに ひみつのともだち ミイがいなくなった日

スタジオC

13:30～

2019図書館薩長同盟講演会「西郷隆盛、木戸孝允の逆転人生

スタジオA

11:00～11:30
10:30～10:50

おはなしのへや

おはなし会

～明治維新の立役者たちの光と影～」

2月3日

月

14:00～16:10

アパッチ砦 監督ジョン・フォード 出演：ジョン・ウェイン、ヘンリー・フォンダ ほか

スタジオＣ

2月8日

土

10:50～12:00

リボンの騎士

スタジオＣ

2月5日
2月9日

2月10日
2月15日

水

日
月

土

2月16日

日

2月19日

水

2月17日
2月22日

月

土

2月23日

日

2月29日

土

2月26日

水

15:00～15:20
14:30～15:30
14:00～15:20
11:00～11:30
11:00～11:30
14:00～15:30
15:00～15:20
11:00～11:40
11:00～11:40
15:00～15:20
11:00～11:30

ぴよぴよおはなし会

ニルスのふしぎな旅

ニルスの子守

スタジオC

横山光輝 三国志 １

原作：横山光輝

スタジオC

ムーミンパペットアニメーション 冬の巻 ムーミン谷の冬 ほか

スタジオＣ

ニルスのふしぎな旅

スタジオC

閉じ込められたバタキ

おはなしのへや

ぴよぴよおはなし会

ムーミンパペットアニメーション 冬の巻 ご先祖さま ほか

スタジオＣ

あらしのよるに ひみつのともだち おばあちゃんのともだち

スタジオC

①コース（水曜日） 5日、19日

ぴよぴよおはなし会

②コース（木曜日） 6日、20日
9：20～ 9：50
10：10～10：50
13：05～13：45
14：10～14：50
15：10～15：50

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） 10日、26日
9：50～10：30
10：50～11：30
13：10～13：50
14：40～15：20
15：40～16：10

スタジオＣ

出演：松本潤、榮倉奈々 ほか

おはなしのへや

移動図書館「ぶっくん」の運行

南ルート
9：45～10：25
13：00～13：40
14：10～14：50
15：20～16：00

多目的室

映画「リンドグレーン」を観て語り合おう！
はじまりの歌

おはなしのへや

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） 13日、27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） 7日、21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） 14日、28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
⑦コース（水曜日） 5日、19日
10：20～10：50
11：00～11：30
12：50～13：40
13：50～14：20

⑧コース（金曜日） 7日、21日
10：10～10：40
12：40～13：20
13：30～14：00
14：20～15：00

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） 13日、27日

⑪コース（金曜日） 14日、28日
10：00～10：30
11：00～11：30
13：40～14：00
14：10～14：40
15：00～15：30

14：00～14：30 嘉年分館

おはなし会

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）

⑨コース（水曜日） 12日、26日
10：40～11：10
11：30～12：00
13：20～13：50
14：40～15：10

昨年の10月よりサービステーション・

篠生分館
時間に変更がありましたので
ご注意ください。
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）

～赤ちゃんと絵本を楽しむ～
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︓2月2日（日）10:30～10:50
※次回は、3月1日（日）おはなし会の予定です。

串分館
島地分館
あさぎりの館
柚野分館

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 2月3日(月)14:00～15:30（山口市保健センター）
〇宮野地域 2月7日(金)10:00～12:00（宮野地域交流センター）
〇湯田地域 2月10日(月)14:00～15:30（山口市保健センター）
〇仁保地域 2月14日(金)10:00～11:00（仁保つどいの広場 いっぽ・仁保・さんぽ）
〇陶・鋳銭司・名田島・秋穂二島地域 2月17日(月)10:00～11:00（名田島地域交流センター）

