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4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月２２日（水）は臨時休館
４月２９日（水）祝休日開館します。

■開館時間
平日／10:00～19:00
土日祝日／10:00～17:00

図書館を利用される皆様へ
（新型コロナウイルス感染症対策）
図書館では、消毒液の設置・座席間隔を空ける・向
かいあっている席に間仕切りを設ける・中庭及び公園側
の扉を開いての換気・密閉空間となっている共同利用
スペースの閉鎖・感染予防のチラシ、ポスターの設置な
ど、出来る限りの感染予防対策をしておりますので、利
用者の皆様も手洗い・咳エチケットなど引き続き感染予
防を踏まえた行動をお願い致します。
なお、咳、のどの痛み、発熱（37.5度以上）などの
諸症状がみられる場合は、利用をお控えください。

企画展示

こども企画展示
ふしぎなせかいをのぞいてみよう
みなさんは、自分の知らない世界を知りたいって
思ったことがありますか︖例えば、妖怪や小人はほ
んとにいるのでしょうか。魔女は︖
本の扉を開いて、不思議な世界をのぞいてみま
しょう︕
展示期間︓３月２7日（金）～4月２0日（月）

新着図書

幻冬舎
双葉社

「50代からの人生戦略」
佐藤 優 著

青春出版

「マンガ日本人と天皇」
雁屋 哲 作

展示期間︓３月２7日（金）～4月２0日（月）

「移民と日本社会」

「老老介護の幸せ」

永吉 希久子 著

中央公論新社

「福島で酒をつくりたい」

「ダイエットの神様」
南 綾子 著

新生活や新年度に向けて手帳を準備する方も多いのではないでしょうか。
今回は「書くこと・記すこと」に焦点を当て、資料を集めてみました。
デジタルか紙か、ノートや手帳をどう使い、何を記録するのか。
記すことが日々の暮らしをふり返る、未来への備えが見つかるきっかけになるかもしれません。
手帳やノートを題材にした小説、著名人の日記や過去の記述も、あわせてお楽しみください。

３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。

「ホームドアから離れてください」
北川 樹 著

「書く、記す。
」

いそっぷ社

上野 敏彦 著

平凡社

「家庭料理100のきほん」
おいしい健康 編

マガジンハウス

「てんきち母ちゃんのらくべん︕」
井上 かなえ 著

ダイヤモンド社

松島トモ子 著

飛鳥新社

「カズのまま死にたい」
三浦 知良 著

新潮社

「晴れの日散歩」
角田 光代 著

オレンジページ

「美しいからだよ」
水沢 なお 著

思潮社

４月の行事予定

土・日曜日の上映会はこども向け、月曜日は大人向けです。
※上映会の入場につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、入場
制限（20名程度）をさせていただきます。間隔を空けての着席にご協力をお願いします。
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行 事 内 容
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

あらしのよるに ひみつのともだち

おしえて、ガブにぃ！

スタジオＣ

おはなし会

おはなしのへや

紙屋悦子の青春 監督：黒木和雄 出演：原田知世、永瀬正敏 ほか

スタジオＣ

ニルスのふしぎな旅

スタジオＣ

ぴよぴよおはなし会

ニルスのふしぎな旅
横山光輝 三国志 2

満月のゆうれい屋敷

おしりたんてい

スタジオＣ

おはなしのへや

スタジオＣ

ププッ きけんなまるいもの ほか
ププッ やみにきえるきょじん

ほがらかに鐘は鳴る

監督・脚本：エドゥアルト・フォン・ボルゾディ

ムーミンパペットアニメーション 友情の巻
講談師 神田松之丞

おはなしのへや

スタジオＣ

銀いろに光る海

原作：横山光輝

ぴよぴよおはなし会

おしりたんてい

①コース（水曜日） 1日、15日、２９日

迷子の火星人 ほか

スタジオＣ
スタジオＣ
スタジオＣ
スタジオＣ

おはなしのへや

ぴよぴよおはなし会

②コース（木曜日） ２日、1６日、３０日
10：20～10：50
13：05～13：45
14：10～14：50
15：20～16：00

山口県立育成学校(大内)
大内地域交流センター
宮野地域交流センター
仁保地域交流センター

④コース（水曜日） ８日、2２日
10：50～11：30
13：10～13：50
14：40～15：20
15：40～16：10

おはなしのへや

ぴよぴよおはなし会

移動図書館「ぶっくん」の運行

南ルート
9：50～10：30
10：50～11：30
13：20～13：50
14：20～15：00

場 所

⑤コース（木曜日） ９日、2３日

秋楽園
大海小学校(秋穂)
小鯖地域交流センター
仁保下郷深野(有限会社須子測地開発前)

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

③コース（金曜日） ３日、１７日
10：00～10：40
11：00～11：30
13：10～13：40
14：10～14：50

小京都ニュータウン集会所(大内)
二島小学校
鋳銭司地域交流センター
吉敷地域交流センター

佐山小学校
嘉川地域交流センター
上郷小学校(小郡)
陶地域交流センター

⑥コース（金曜日） 10日、24日

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)

10：50～11：25
13：10～13：50
14：10～14：50
15：20～16：00

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） １日、1５日
10：20～10：40
10：50～11：20
12：50～13：40
13：50～14：10

⑧コース（金曜日） 3日、17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） 9日、23日

⑪コース（金曜日） 10日、24日
10：00～10：30
11：00～11：30
13：40～14：00
14：10～14：40
15：00～15：20

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

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)

⑨コース（水曜日） 8日、22日
10：40～11：10
11：30～12：00
13：20～13：50
14：50～15：20

串分館
島地分館
あさぎりの館
柚野分館

「ぶっくん」に乗っている
司書が、本に関する相談に
お応えします。
どうぞお立ち寄りください。

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︓4月5日（日）10:30～10:50
※次回は、5月3日（日）おはなし会の予定です。

４月から移動図書館ぶっくんの運行コースが変わりました
運行コースの変更によって、巡回時間が変わるステーションがあります。
詳細は、移動図書館ぶっくん「利用案内」をご確認ください。

