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7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

※２３日（木）、２４（金）祝日開館します

～まちじゅう図書館講座！～

夏休みワークショップ

冷茶のいろは

「ギョ・ギョ・ギョ目が出る魚」
風船を使って簡単にできるワークショップです。ぜひ、
ご参加下さい。

日本茶専門店「八十八」の吉光虹太さんを講師に迎え、異
なる淹れ方をした冷茶の飲み比べや粉末茶を手軽に飲む方法
を教えて頂きます︕

■開催日 ８月１日（土）
■時 間 ①11:00～12:00
②13:00～14:00
③14:30～15:30
■場 所 山口市立中央図書館内
■講 師 国立山口徳地青少年自然の家 職員
■対象者 小学生以下 低学年は保護者同伴
■定 員 各回１０名程度
■参加料 無料
■申込み ７月８日（水） 午前１０時より
電話またはカウンター（各回先着順）
☎083-901-1040

●日時 8月5日（水）11時00分～（1時間程度を予定）
●定員 20名（参加無料）
●講師 吉光虹太 氏
●場所 中央図書館交流スペース
●事前申込制 ☎083-901-1040

『事実は小説よりも奇なり
～コミックエッセイで知る驚きの世界～』

企画展示

著者の実体験や感想などが漫画で描かれたコミックエッセイ。
人気の高いジャンルのためお探しの方が多いですが、コミック
エッセイは暮らし、文学、ティーンズなど、いろいろなコーナーに
潜んでいます。
そこで、今回の企画展示では館内に点在するコミックエッセイ
を集めてみました。
グルメ、国際結婚、旅行、闘病記、言語学習、家事、美容
など、扱われるジャンルは多岐に渡るので、きっと手に取ってみ
たい１冊が見つかるはずです。
普段読書をされる方はもちろん、活字はちょっと・・・と本に苦
手意識のある方も、この機会にぜひ、コミックエッセイを楽しんで
みてください。

こども企画展示「みんなだいすき！

めいさくだいしゅうごう！」

みなさんが日ごろ何気なく手に取っている絵本の中には、
長年読み継がれている本がとても多いことを知っていますか。
時代が変わっても、子ども達に愛され続ける絵本には、たく
さんの魅力が詰まっています。ご家族そろって手に取ってみ
て下さい︕
展示期間 ６月２６日（金）～７月２９日（水）

展示期間︓令和2年6月26日（金）～8月31日（月）

6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
「旅屋おかえり」
原田 マハ 著

■開館時間
平日／10:00～19:00
土日祝日／10:00～17:00

「コロナショック・サバイバル」
集英社

「還暦からの底力」
出口 治明 著

文藝春秋

「看護で使える言葉がけ」
講談社

「戦国武将の叡智」
小和田 哲男 著

冨山 和彦 著
木澤 晃代 監修

つちや書店

「薫るスパイスレシピ」
中央公論新社

香取 薫 著

山と渓谷社

「苔ボトル」
佐々木 浩之 写真

コスミック出版

「おうちは遊びのワンダーランド」
木村 研 著

いかだ社

「芝居とその周辺」
井上 ひさし 著

岩波書店

7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、極力マスク着用
をお願い致します。また、当面の間「入場制限（40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
ぴよぴよおはなし会

あらしのよるに ひみつのともだち

ひっこし？

スタジオＣ

11:00～11:30

あらしのよるに ひみつのともだち

うらぎりオオカミ

スタジオＣ

10:30～10:50

おはなし会

おはなしのへや

14:00～16:00

悪魔が来りて笛を吹く 原作：横溝正史 出演：吉岡秀隆、志田未来

11:00～11:30

ざんねんないきもの事典２

シマリスのしっぽはかんたんに切れるが、再生はしない ほか

11:00～11:30

ざんねんないきもの事典２

ウーパールーパーは水が少なくなるとかわいくなくなる ほか

15:00～15:20

ぴよぴよおはなし会

11:00～16:00

親子で簡単！前髪ちょっきん講座

14:00～15:40

ジャンヌ・ダーク

10:30～12:00

あらいぐまラスカル

14:00～16:40

ハムレット

11:00～11:30

あらしのよるに ひみつのともだち

14:00～15:40

カルメン

15:00～15:20
11:00～11:30
15:00～15:20
11:00～11:30

監督：ヴィクター・フレミング 出演：イングリッド・バークマン、ホセ・フェラー

ぴよぴよおはなし会

うっかりペネロペ

おはなしのへや

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

みんなともだち編

監督：ローレンス・オリヴィエ 出演：ローレンス・オリヴィエ、ジーン・シモンズ

あらしのよるに ひみつのともだち

15:00～15:20

スタジオＣ

おはなしのへや

ぴよぴよおはなし会

ガブのゆめ、メイのねがい

ヤギとオオカミ

監督：チャールズ・ヴィダー 出演：リタ・ヘイワース、グレン・フォード

ぴよぴよおはなし会

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

移動図書館「ぶっくん」の運行

①コース（水曜日） 8日、22日

②コース（木曜日） 9日、23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） 1日、15日、29日
10：50～11：30
13：10～13：50
14：40～15：20
15：40～16：10

おはなしのへや

11:00～11:30

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

場 所

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

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

⑤コース（木曜日） 2日、16日、30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)

③コース（金曜日） 10日、24日
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） 3日、17日、31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） 8日、22日
10：20～10：40
10：50～11：20
12：50～13：40
13：50～14：10

⑧コース（金曜日） 10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） 2日、16日、30日

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

⑪コース（金曜日） 3日、17日、31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

⑨コース（水曜日） 1日、15日、29日

場所：おはなしのへや

○ぴよぴよおはなし会 対象︓乳幼児（人数制限あり）
日時︓毎週水曜日 15:00～（20分程度）
○おはなし会
日時︓7月5日（日）10:30～10:50
※次回は、8月2日（日）おはなし会の予定です。

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)

～赤ちゃんと絵本を楽しむ～

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。

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。

ブックスタート体験会
〇大内地域 7月2日（木）10:00～12:00 13:00～16:00（大内地域交流センター）
〇これまでご案内した方(R元年11月以降の体験会対象)でまだ絵本をうけ取られてない方
7月11日（土）・12日(日) 10:00～12:00 13:00～16:00（山口市立中央図書館 おはなしのへや）

