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6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

貸出用「おすすめ読み聞かせ絵本セット」
を用意します！

「好きなおはなしの絵」を展示します
子ども読書の日」、「こどもの読書週間」にあわせ、「好きなお
はなしの絵」を募集したところ、山口市立図書館全体で984点
の作品が集まりました。たくさんのご応募をいただき、ありがとうご
ざいました。
ご応募いただいた作品は、下記のとおり各図書館で展示を行
いますので、ぜひご来館ください。また、学校ごとの詳しい展示ス
ケジュールは、ホームページでご確認ください。
〇中央図書館 6/15（月）～11/15（日）
〇小郡図書館 6/20（土）～7/10（金）
〇秋穂図書館 7/7（火）～10/11（日）
〇阿知須図書館 6/26（金）～8/26（水）
〇徳地図書館 6/26（金）～7/29（水）
〇阿東図書館 6/9（火）～7/12（日）

親子で簡単！ 前髪ちょっきん講座
へアーサロンLOLOの店長を講師に迎え、ハサミの選び方から学びます。
親子で参加はもちろん、当日お子様と一緒に来れない大人の方のみの参加もOKです！
●日時 7月11日（土）①11:00～ ②14:00～ ③15:00～(1時間程度を予定)
各回3組ずつ、計9組 【1組あたり:こども(小6以下)2名まで】
●講師 鈴川 勇希 氏（Hair Salon LoLo）

見上げてごらん

企画展示

●場所 中央図書館交流スペース

自宅で過ごす時間が増え、まだまだ遠出や旅行もままならない
中、気分がふさぎがちな方もいらっしゃるのではないでしょうか︖
今回は、思わず空を見上げたくなるような本を集めてみました。
天候によって、また、一日のうちでも時間によって、空は様々な
表情を見せてくれます。
こんなときこそ、空を見上げて深呼吸し、晴れやかなひとときを
過ごしませんか。
展示期間 5月18日（月）～６月24日（水）

こども企画展示

ちゅん・ぴよ・があ！

新緑の季節になりました。深呼吸をして目を閉じると、様々な
鳥たちのさえずりが聞こえてきます。身近で観察できる鳥の本
や、鳥の巣について書かれた本なども展示しているので、本を
手に自然観察をしてみてはいかがですか。
展示期間︓5月18日（月）～6月24日（水）

「佐藤栄作最後の密使」

「逆ソクラテス」
伊坂 幸太郎 著

集英社

宮川 徹志 著

「まいにちの季語」

吉田書店

「病気がみえる」 vol.1～vol.12

「妻のトリセツ」
黒川 伊保子 編著

講談社

医療情報科学研究所 編集

メディックメディア

「新型コロナウイルスの真実」

「定年を病にしない」
ウェッジ

「広島ご城下歴史たび」
原田 邦昭 著

●事前申込制 ☎083-901-1040

5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

高田 明和 著

６月24日（水）限定で、「おすすめ読み聞かせ絵本セット」
を準備します。赤ちゃん向けの読み聞かせにおすすめの絵本を
３冊セットにしています。
中が見えないように、袋の中に入れているので、どんな本が
入っているかは、借りてからのお楽しみ︕
限定で５つ準備します。なくなり次第終了なので、
ご希望の方はお早めに︕

南々社

岩田 健太郎 著

ベストセラーズ

「農家が教える痛快キノコつくり」
農文協 編

農山漁村文化協会

辻 桃子 著

主婦の友社

「なりゆきを生きる」
玄侑 宗久 著

筑摩書房

「みすゞと雅輔」
松本 侑子 著

新潮社

「中原中也のいる風景」
瀧 彰太郎 著

晃洋書房

６月の行事予定

6月6日

曜日

幌馬車 監督：ジョン・フォード 出演：ベン・ジョンソン、ハリー・ケリー・ジュニア

11:00～11:30

ニルスのふしぎな旅

11:00～11:30

ムーミンパペットアニメーション 友情の巻

迷子の火星人 ほか

11:00～11:40

ムーミンパペットアニメーション 友情の巻

世界でいちばん最後の竜

11:00～11:30

あらしのよるに ひみつのともだち

14:00～15:20

女優、母、そして樹木希林

日

6月20日

土

月

土

6月21日

日

6月27日

土

6月29日

場 所

14:00～15:30

6月14日

6月28日

行 事 内 容

月

土

6月22日

間

あらしのよるに ひみつのともだち

6月13日

6月20日

時

11:00～11:30

日

6月15日

※6月の「おはなし会」「ぴよぴよおはなし会」はすべて中止いたします。

土

6月7日
6月8日

※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「マスク着用
のお願い」「入場制限（23名程度）」をさせていただきます。ご協力をお願いします。

入場無料
月 日

土・日曜日の上映会はこども向け、月曜日は大人向けです。

月
日
月

雨の日に

あらしのよるに ひみつのともだち

11:00～11:30

スタジオＣ

どうくつのなかで

11:00～11:30

ニルスのふしぎな旅

村まつりのよびもの

14:00～15:50

講談師 神田松之丞

11:00～

まちじゅう図書館講座「おはなの2wayアクセと髪飾り」
獄門島

11:00～11:30

あらしのよるに ひみつのともだち

スタジオＣ
スタジオＣ

レックスの新しい旅立ち

14:00～16:00

スタジオＣ

スタジオＣ

原作：横溝正史 出演：長谷川博己、仲里依紗
にじ

まいごのビビちゃん

出演：樹木希林

スタジオＣ
スタジオC

交流スペース

スタジオＣ
スタジオＣ
スタジオＣ
スタジオＣ
スタジオＣ

移動図書館「ぶっくん」の運行
南ルート
②コース（木曜日） 11日、25日

①コース（水曜日） 10日、２4日
9：50～10：30
10：50～11：30
13：20～13：50
14：20～15：00

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） 3日、17日
10：50～11：30
13：10～13：50
14：40～15：20
15：40～16：10

⑤コース（木曜日） 4日、18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） 12日、26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） 5日、19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） １0日、24日
10：20～10：40
10：50～11：20
12：50～13：40
13：50～14：10

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） 4日、18日
14：00～14：30 嘉年分館

～赤ちゃんと絵本を楽しむ～

ブックスタート体験会

⑧コース（金曜日） 12日、26日
10：10～10：40
12：40～13：20
13：30～14：00
14：20～15：00

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

⑪コース（金曜日） 5日、19日
10：00～10：30
11：00～11：30
13：40～14：00
14：10～14：40
15：00～15：20

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)

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。

〇大歳地域 6月5日(金)10:00～12:00 13:00～16:00（大歳地域交流センター）
〇湯田地域 6月8日(月) 14:00～15:30（山口市保健センター）
〇平川地域 6月18日(木)10:00～12:00 13:00～16:00（平川地域交流センター）

⑨コース（水曜日） 3日、17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。

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。

