
９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
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■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

　

10月カレンダー

　

図書館オペラ上映会　モーツァルト作曲
歌劇「後宮からの誘惑」（全曲）

赤ちゃんと絵本の出会いの場「ブックスタート体験会」のボラン
ティアスタッフを募集します。
　山口市では、生後5か月前後の赤ちゃんとその保護者を
対象に、絵本を通して親子が絆を深めることを目的として、
市民ボランティアのみなさんと「ブックスタート推進事業」を行っ
ています。

日　 時︓令和2年11月19日（木）14時00分～16時00分
場　 所︓山口情報芸術センター　２階　多目的室
内　 容︓中村佳恵 氏による講演
　　　　　　「ことばをそだてる」
　　　　　　・ブックスタートの説明
対　 象︓山口市在住のボランティアが可能な方、興味がある方大歓迎‼
募集人員︓20名程度　※参加費︓無料
申込方法︓11月9日(月)までに、電話、FAX、Eメールで、郵便番号、　
　　　　　　　　　　住所、氏名、電話番号を明記の上、申し込んでください
申込先・問合せ︓中央図書館 〒753-0075山口市中園町7番7号
 　　　　         TEL︓083-901-1040 FAX︓083-901-1144
　　　　　　　　　　　Eメール︓toshokan@city.yamaguchi.lg.jp

　オペラは生(ナマ)がいちばん！　
　……なのではありますが、それもいろいろたいへんなので…

　　　 大画面で芸術の秋を楽しもう‼

日　 時︓10月26日（月）14時～16時30分
場　 所︓山口情報芸術センター　スタジオC
定　 員︓50名（申込不要・当日先着順）
入場料︓無料　出演︓トーマス・ホルツマン、エディタ・グルベローヴァ

「雪月花」
　北村　薫　著　　新潮社
「性格とは何か」
　小塩　真司　著　　中央公論新社
「戦時下のくらし」
　小泉　和子　監修　　平凡社

「志村けん160の言葉」
　志村　けん　著　　青志社
「文豪たちのずるい謝罪文」
　山口　謠司　著　　宝島社
「きつねの嫁入りがあるまちくだまつ」
　大橋　広宣　編

「国家の怠慢」
　高橋　洋一　著　　新潮社
「予測学」
　大平　徹　著　　新潮社
「うちでごはん」
　一田　憲子　著　　扶桑社

ブックスタートボランティア養成講座
　

レノファ山口FC選手の
好きなシーン・似顔絵大募集！

　レノファ山口FCの選手をテーマとした好きなシーンや似顔絵を募
集します。選手の笑顔、シュートシーン、キャッチングシーン等どん
な絵でもかまいません。
　応募いただいた中から、描かれた選手自らがお気に入りを１枚
選びます。選手が絵と一緒に撮った写真と、選手本人の直筆サ
インを絵に入れてもらい、応募者にお返しします。
　さらに、Wチャンス︕︕応募者全員の中から抽選で10名にレノ
ファグッズが当たります。

応募期限︓令和2年11月3日（火）必着
応募できる人︓山口市在住の小・中学生で、山口市立図書館
の利用カードを持っている方
※利用カードは、山口市立図書館（中央、小郡、秋穂、阿知
須、徳地、阿東、ぶっくん）でつくれます。
応募方法︓
図書館にあるチラシの裏面または図書館のホームページから応募
用紙をダウンロードし、好きなレノファ選手の似顔絵や好きなシー
ンを描いて、山口市立中央図書館内のレノファ山口応援コー
ナーにある応募箱に入れてください。
※作品は１人１点に限ります。
※描く道具は、絵の具、色鉛筆、クレヨン等何でも
ＯＫです。
※ご応募いただいた作品は、館内に掲示させて
いただきます。利用カード番号は掲示しません。
※賞品引換券の発送をもって、当選発表に
かえさせていただきます。



10月の行事予定

  9：50～10：30　山口県立育成学校(大内)

10：50～11：30　大内地域交流センター　　

13：20～13：50   宮野地域交流センター

14：20～15：00　仁保地域交流センター　　

移動図書館「ぶっくん」の運行

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　仁保下郷深野(有限会社須子測地開発前)　

10：20～10：50　小京都ニュータウン集会所(大内)

13：05～13：45　二島小学校 　

14：10～14：50　鋳銭司地域交流センター　　　

15：20～16：00   吉敷地域交流センター

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)

10：00～10：40　佐山小学校

11：00～11：30　嘉川地域交流センター　　　

13：10～13：40　上郷小学校(小郡)   

14：10～14：50　陶地域交流センター

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） 14日、28日 ②コース（木曜日） 1日、15日、29日 ③コース（金曜日） 2日、16日、30日

④コース（水曜日） 7日、21日 ⑥コース（金曜日） 9日、23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。

※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（50名程度）」をさせていただきます。

⑦コース（水曜日） 14日、28日

⑩コース（木曜日） 8日、22日

⑧コース（金曜日） 2日、16日、30日

⑪コース（金曜日） 9日、23日

10：00～10：30　篠生分館

11：00～11：30　生雲分館

13：20～13：50　神角集落

14：20～14：50　元粟屋医院駐車場(三谷)

10：40～11：00　串分館

12：50～13：40　八坂小学校

13：50～14：10　とくぢ苑　

14：30～15：00　柚野分館

10：10～10：40　柚野木小学校

12：40～13：10　さくら小学校

13：20～13：40　阿東園

13：50～14：10　鷹の巣公会堂　

14：30～15：00　阿東老人ホーム

14：00～14：30　嘉年分館

北ルート

 南ルート

⑤コース（木曜日） 8日、22日

10月3日
10月4日
10月4日
10月4日
10月5日
10月7日
10月10日
10月11日
10月11日
10月12日
10月14日
10月17日
10月18日
10月19日
10月21日
10月24日
10月25日
10月25日
10月26日
10月28日
10月31日

⑨コース（水曜日） 7日、21日

10：20～10：40　小古祖ふれあい会館

10：50～11：20　伊賀地ふれあいの館

13：00～13：30　あさぎりの館

13：50～14：20　島地分館

おはなし会 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︓10月4日（日）10:30～10:50       
　※次回は、11月3日（火）「おはなしひろば」をします。

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

〇大歳地域　10月2日（金）10:00～12:00 14:00～16:00（大歳地域交流センター）
〇平川地域　10月8日（木）10:00～12:00 14:00～16:00（平川地域交流センター）
〇湯田地域　10月12日（月）14:00～15:30（山口市保健センター）

月　日　 　曜日　　 時     間　　　　　             　　　　 行　事　内　容                            　　    場　所

土
日
日
日
月
水
土
日
日
月
水
土
日
月
水
土
日
日
月
水
土

11:00～11:40
11:00～11:40
10:30～10:50
13:30～15:00
14:00～16:00
15:00～15:20
10:30～12:10
11:00～11:40
13:30～15:00
14:00～16:10
15:00～15:20
11:00～11:30
11:00～11:40
14:00～15:50
15:00～15:20
11:00～11:40
11:00～11:40
17:10～
14:00～16:30
15:00～15:20
11:00～11:40

スタジオC
スタジオC
おはなしのへや
スタジオA
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A
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
スタジオC
交流スペース
スタジオC
おはなしのへや
スタジオC

げんきげんきノンタン　コロコロことばいえるかな？
げんきげんきノンタン　はみがきしゅこしゅこ
　　おはなし会
歴史講演会　木戸孝允（桂小五郎）但馬国出石へ逃れる 
巴里のアメリカ人　監督：ヴィンセント・ミネリ　出演：ジーン・ケリー
　　ぴよぴよおはなし会
作家講演会　菌ちゃん先生直伝「元気野菜のつくりかた」
こびと大研究
絵本作家講演会　よしなが こうたく さん ～絵本ライブ＆ライブペイント～
Little DJ 小さな恋の物語　監督：永田　琴　出演：神木隆之介　福田麻由子
　　ぴよぴよおはなし会
うっかりペネロペ　大好き！タータ、フィーフィ編
うっかりペネロペ　たくさんおぼえたよ編
硫黄島の砂　監督：アラン･ドワン　出演：ジョン・ウェイン
　　ぴよぴよおはなし会
げんきげんきノンタン　スプーンたんたんたん
うっかりペネロペ　ペネロペ、かずをかぞえる編
ライブラリーコンサート　ellipse（エリプス）
オペラ上映会　歌劇『後宮からの誘拐』
　　ぴよぴよおはなし会
うっかりペネロペ　うたおう、あそぼう編

10月より「北ルート」の
サービスステーション・時間に
変更がありますのでご注意
ください。


