
１2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

　

※11日(月)は祝休日開館します

1月カレンダー

　

「山口市まちじゆう図書館」 
　　新しいパートナー事業者が決定しました

「悪魔を殺した男」
　神永　学　著　講談社
「やばいデジタル」
　NHKスペシャル取材班　著　講談社
「禅の言葉とジブリ」
　細川　晋輔　著　スタジオジブリ
「渋沢栄一」
　橘木　俊詔　著　平凡社

「有機農業のチカラ」
　大江　正章　著　コモンズ　　
「和家具の世界」
　小泉　和子　著　河出書房新社
「谷崎潤一郎を知っていますか」
　阿刀田　高　著　新潮社
「国難の商人」
　宮本　雅史　著　産経新聞出版

「政治家の覚悟」
　菅　義偉　著　文芸春秋　
「リモートワーク大全」
　壽　かおり　著　ポプラ社
「もののけの日本史」
　小山　聡子　著　中央公論新社
「感染症と民衆」
　奥　武則　著　平凡社

■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

1月
NO.206
1月
NO.206

展示期間︓新春福本　終了後　～令和3年3月1日（月）

「科学道１００冊２０２０」は、科学道１００冊委員会が選
定する本で、旬な科学トピックと時代をこえて読みつぎたい定番の
本で構成されています。この機会に、ぜひ科学の世界に目を向けて
みて下さい。

　　展示期間︓１２月１８日（金）～１月２７日（水）

企画展示 1

「科学道１００冊２０２０」（中高生以上向け）

企画展示 2  「暦で感じる日本の暮らし」

山口市まちじゅう図書館は、まちなかの人が集まる場所にサテライトラ
イブラリーを設置して、 本を通じた新たな発見や学びの場を創出する
取り組みです。公募の結果、下記１６事業者をパートナー事業者と
して新たに選定しました。これから１年間、店舗内にサテライトライブ
ラリーを開設していただくとともに、それぞれのノウハウや専門性を生か
したワークショップや講座などを図書館で開催していただく予定です。

◆2020年12月現在のまちじゅう図書館のパートナー事業者

・COFFEE BOY 山口店（白石）・エヌライフ・エステート（白石）
・LAWAKU（湯田）・ときつ養蜂園 Bee's life（仁保）
・flower shop HANAKAGE（小鯖）・カフェド・センス（大内）
・山口日産山口大内店（大内）・猫カフェ&ギャラリーGATO（宮野）
・Yorozu Farm（宮野）・Hair Salon LoLo（吉敷）
・SARA 21 Beauty Sight（大歳）・美容室 クレスト・シー（佐山）
・はあと農園カフェ（嘉川）・Cafe はなめ（小郡）
・ローズデンタルクリニック・ベビーサロン（小郡）・島地建材店（徳地）

みなさんは、日々の暮らしの中で、日本の伝統行事をどのくらい
行っていますか。最近ではむしろハロウィーンなど海外のイベントの
方が主流になっているのではないでしょうか。今回の企画展示で
は、日本の暦に根差した行事を紹介する本を集めています。
暦の上の季節と実際に私たちが過ごす春夏秋冬は必ずしも一
致しない場合もありますが、改めて日本の伝統や風習を知ること
で、日本らしい暮らしを楽しんでみませんか。

 

　

　中央図書館では、年明け開館初日より、福袋ならぬ「新春福本」

を準備いたします。テーマは、「五（語）感でえらぶ」。

　図書館員が小説はもちろん、ドキュメンタリー、実用書など幅広

いジャンルからおすすめの本を選び、表紙やタイトルがわからない

ように本を包んでいます。

　大きさ以外の唯一の情報は、オノマトペ（擬音語、擬態語、擬声語等）

「ドキッ！」、「わくわく」、「つるつる」など本に合うオノマトペ

を付けています。

　本から音や声がするわけではありませんが、オノマトペをたより

に五感をフル活用し、一味違った本との出合いをお楽しみください。

期　間：令和３年１月４日（月）～なくなり次第終了

     新春福本　五（語）感でえらぶ

～ドキッ！ひゅーん　オノマトペ～！



1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） 13日、27日 ②コース（木曜日） 14日、28日 ③コース（金曜日） 15日、29日

④コース（水曜日） 6日、20日 ⑥コース（金曜日） 8日、22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） 13日、27日

⑩コース（木曜日） 7日、21日

⑧コース（金曜日） 15日、29日

⑪コース（金曜日） 8日、22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） 7日、21日

1月4日
1月6日
1月9日
1月10日
1月10日
1月13日
1月17日
1月18日
1月20日
1月23日
1月24日
1月25日
1月27日
1月30日
1月31日

⑨コース（水曜日） 6日、20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︓1月10日（日）10:30～10:50       
　※次回は、2月7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

〇宮野地域　1月15日（金）10:00～12:00 14:00～16:00（宮野地域交流センター）
〇白石・大殿地域　1月18日（月）14:00～15:30（山口市保健センター）
〇大内地域　1月21日（木）10:00～12:00 14:00～16:00（大内地域交流センター）
〇吉敷地域　1月25日（月）10:00～12:00 14:00～16:00（吉敷地域交流センター）

月　日　 　曜日　　 時     間　　　　　             　　　　 行　事　内　容                            　　    場　所

月
水
土
日
日
水
日
月
水
土
日
月
水
土
日

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

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
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

人生模様　監督：ヘンリー・コスター他 出演：チャールズ・ロートン、マリリン・モンロー
　　ぴよぴよおはなし会
ダヤンのふしぎなぼうけん　マーシィとおとうさん ほか
ダヤンのふしぎなぼうけん　イワン、はじめてのたび ほか　
　　おはなし会
　　ぴよぴよおはなし会
ファンタジア　トッカータとフーガニ長調 ほか
ジェーン・エア　監督：ロバート・スティーヴンソン 出演：ジョーン・フォンティン、オーソン・ウェルズ
　　ぴよぴよおはなし会
宮西達也劇場　おまえうまそうだな
こびと観察入門　ケダマ ヤマビコ イエ タカラ 編
はじまりの歌　出演：松本潤、榮倉奈々、戸田菜穂
　　ぴよぴよおはなし会
こびと観察入門　ユキオト ハタキ イヤシ アメ 編
おしりたんてい　ププッ かいとうUはおアツいのがおすき

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。


