
再生可能エネルギーに関するパネル展示や、主に子ども向けの再生可能エネ
ルギーに関する本を展示します。
令和２年１２月２６日（土）には、「学ぼう︕親子のエネルギー教室」も
開催されます。再生可能エネルギーについて学びませんか。
展示期間︓１２月２日（水）～１２月２８日（月）

11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

　

12月カレンダー

　

図書館で学ぼう！
　親子のエネルギー教室

企画展示

楽しみながら「再生可能エネルギー」の仕組みや必要性について学んでみましょう。
日　時︓令和２年１２月２６日（土）　１４時００分～１５時３０分
場　所︓山口情報芸術センター　多目的室（２階）
内　容︓①地球温暖化と身近で起こっている気候変動について
　　       ②地球温暖化を防ぐ方法
　　       ③太陽光発電体験（工作と実験）
講　師︓山口大学　大学院技術経営研究科長　教授
対　象︓小学校４年生～６年生とその保護者（先着１０組２０名）
申　込︓令和２年１２月１７日（木）までに、参加者と保護者の氏名、
           住所、電話番号を山口市環境政策課へご連絡ください。
　　　　    ℡︓０８３－９４１－２１８１　FAX︓０８３－９２７－１５３０
　　　　    Mail︓kankyo@city.yamaguchi.lg.jp

「夢七日 夜を昼の國」
　いとう　せいこう 著　文藝春秋
「とわの庭」
　小川　糸 著　新潮社
「肉体のジェンダーを笑うな」
　山崎　ナオコーラ 著　集英社
「脳から見るミュージアム」
　中野　信子 著　講談社

「二十四節気のお味噌汁」
　山田　奈美 著　WAVE出版
「困ったときのおへやあそび」
　近藤　理恵 著　かもがわ出版
「三島由紀夫」
　佐藤　秀明 著　岩波書店
「たべる生活」
　群　ようこ 著　朝日新聞出版

「渋沢栄一伝」
　井上　潤 著　ミネルヴァ書房
「家族のトリセツ」
　黒川　伊保子 著　HHK出版
「災害時の英語」
　デイビット A.セイン 著　アスク出版
「コロナ後の世界を語る」
　養老　孟司 ほか著　朝日新聞出版

■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

12月
NO.205
12月
NO.205

学んでみよう！再生可能エネルギー

年末年始の休館と
ブックポストの利用休止

　年末年始の休館に伴い、各ブックポストを利用して返却すること
ができなくなります。ご了承ください。
休館日
　中央図書館
　　12月29日（火）～1月3日（日）
ブックポスト利用休止期間
　中央図書館
　　12月28日（月）19時～1月4日（月）8時30分
　山口地域の各地域交流センター
　　12月28日（月）17時～1月4日（月）9時00分

※図書整理日第３木曜日

年末年始休館前の
貸出冊数の変更について

年末年始の休館のため、貸出期間が長くなるのに合わせ、今年試行的に
本・雑誌の貸出冊数を通常より2倍に増やします。
気になる本や一気に読みたいシリーズ本など、ぜひご利用ください。
【貸出冊数上限変更期間】
中央図書館・小郡図書館　12月16日（水）～28日（月）
その他の地域館　12月15日（火）～27日（日）
【冊数】
本　10冊 → 20冊　　　雑誌　5冊 → 10冊
※CDやDVDなどの視聴覚資料は変更なし
【実施館】
山口市立図書館全6館
ただし、ぶっくん及び地域交流センター・分館配送分は除く



12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） 9日、23日 ②コース（木曜日） 10日、24日 ③コース（金曜日） 11日、25日

④コース（水曜日） 2日、16日 ⑥コース（金曜日） 4日、18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） 9日、23日

⑩コース（木曜日） 3日、17日

⑧コース（金曜日） 11日、25日

⑪コース（金曜日） 4日、18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） 3日、17日

12月2日
12月5日
12月6日
12月6日
12月7日
12月9日
12月12日
12月13日
12月14日
12月16日
12月19日
12月20日
12月21日
12月23日
12月26日
12月26日
12月27日
12月28日

⑨コース（水曜日） 2日、16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︓12月6日（日）10:30～10:50       
　※次回は、1月10日（日）「おはなし会」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

〇小鯖地域　12月4日（金）13:30～14:30（小鯖地域交流センター）
〇仁保地域　12月11日（金）10:00～11:00（仁保つどいの広場 いっぽ 仁保 さんぽ）

月　日　 　曜日　　 時     間　　　　　             　　　　 行　事　内　容                            　　    場　所

水
土
日
日
月
水
土
日
月
水
土
日
月
水
土
土
日
月

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

おはなしのへや
スタジオC
おはなしのへや
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
スタジオC
スタジオC
スタジオC
おはなしのへや
多目的室
スタジオＣ
スタジオC
スタジオC

　　ぴよぴよおはなし会
ぐるんぱのようちえん
　　おはなし会
にじいろのさかな ゆうじょう編 
ほがらかに鐘は鳴る　監督：エデュアルト・フォン・ボルゾディ 出演：ウィリー・ビルゲル、エレン・シュヴィールス
　　ぴよぴよおはなし会
日本の昔ばなし 因幡の白兎　ほか
日本の昔ばなし 炭焼き長者　ほか
レベッカ　監督：アルフレッド・ヒッチコック 出演：ローレンス・オリヴィエ、ジョーン・フォンティン
　　ぴよぴよおはなし会
日本の昔ばなし 三人の兄弟　ほか
ダヤンのふしぎなぼうけん ダヤンと銀の道　ほか
風雲児たち～蘭学革命編～　原作：みなもと太郎 脚本：三谷幸喜 出演：片岡愛之助、新納慎也
　　ぴよぴよおはなし会
親子のエネルギー教室
ダヤンのふしぎなぼうけん ダヤンのたんじょうび　ほか
おしりたんてい　ププッ レインボーダイヤをさがせ
見知らぬ乗客　監督：アルフレッド・ヒッチコック 出演：ファーリー・グレンジャー、ロバート・ウォーカー

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


