
１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(木)・23(火)祝休日開館します

※24日(水)は振替休館します

2月カレンダー

　

「境界線」
　中山　七里　著　NHK出版
「息子のトリセツ」
　黒川　伊保子　著　扶桑社
「明智光秀」
　福島　克彦　著　中央公論新社
「広島平和記念資料館は問いかける」
　志賀　賢治　著　岩波書店

「交通事故は本当に減っているのか︖」
　加藤　久道　著　花伝社　
「生きるコツ」
　姜　尚中　著　毎日新聞出版
「遺言未満、」
　椎名　誠　著　集英社
「宮澤賢治・中原中也・金子みすゞ」
　末原　正彦　著　コールサック社

「江戸の仕事図鑑」　上・下巻
　飯田　泰子　著　芙蓉書房出版　
「虫は人の鏡」
　養老　孟司　著　毎日新聞出版
「原子力の哲学」
　戸谷　洋志　著　集英社
「和食の教科書」
　川上　文代　著　新星出版社

■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

2月
NO.207
2月
NO.207

　みなさん、猫は好きですか︖今回は、「にゃんにゃんにゃ
ん︕」というテーマで、猫に関する本を集めました。猫が出て
くる本って、結構たくさんあるんですよ。『ゆめねこ』、『おたす
けねこ』、『おしゃれねこ』など、いろんなねこに出会えます。
展示期間　１月２９日（金）～２月２３日（火）

こども企画展示

市立中央図書館
「蔵書点検」による
　　　　　　休館のおしらせ

自宅での
コーヒー豆の保管方法と

　　　ハンドドリップの基本

いつものコーヒーをより美味しく楽しむために、
ハンドドリップの基本を学んでみませんか？
コーヒー豆の保管方法についてもレクチャーします！

開催日︓2月27日（土）
　①１３:３０～　　②１５:００～
定　 員 : 各回１０名　　※事前申込制
参加料 : ５００円
場　 所 : 中央図書館 交流スペース
問合せ・申込 : 083-901-1040（市立中央図書館）
※新型コロナウィルス感染症対策のため中止の場合もあります。

山口市立中央図書館×COFFEEBOY

まちじゅう図書館 講座

「にゃんにゃんにゃん！」

市立中央図書館は、下記の期間中「蔵書点検」
のため休館いたします。
貸し出しはできませんが、本・雑誌の返却にかぎり
ブックポストのご利用ができます。
CD・DVDなどの視聴覚資料は破損の恐れがあり
ますので、開館後直接カウンターへお返しください。
ご利用の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解
ご協力をお願いいたします。
◆期間　３月２日(火)～1０日(水)
　＊旧山口地域の地域交流センターへの配送も中止いたします。
　＊移動図書館(ぶっくん)は通常どおり運行します。

※資料の返却はブックポストをご利用ください。
　(視聴覚資料は開館中にカウンターまで)
問い合わせ︓中央図書館　TEL︓083-901-1040
　　　　　　　　　　　　　　　　　Fax︓083-901-1144
　　　　　　　　　　　　　　　　 　Eメール︓info@lib-yama.jp



2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） 10日 ②コース（木曜日） 11日、25日 ③コース（金曜日） 12日、26日

④コース（水曜日） 3日、17日 ⑥コース（金曜日） 5日、19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） 10日、24日

⑩コース（木曜日） 4日、18日

⑧コース（金曜日） 12日、26日

⑪コース（金曜日） 5日、19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） 4日、18日

2月1日
2月3日
2月6日
2月7日
2月7日
2月8日
2月10日
2月13日
2月14日
2月15日
2月17日
2月20日
2月21日
2月22日
2月27日
2月28日

⑨コース（水曜日） 3日、17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︓2月7日（日）10:30～10:50       
　※次回は、3月14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

〇湯田地域　2月1日（月）14:00～15:30（山口市保健センター）
〇平川地域　2月18日（木）10:00～12:00 14:00～16:00（平川地域交流センター）
〇大歳地域　2月19日（金）10:00～12:00 14:00～16:00（大歳地域交流センター）

月　日　 　曜日　　 時     間　　　　　             　　　　 行　事　内　容                            　　    場　所

月
水
土
日
日
月
水
土
日
月
水
土
日
月
土
日

14:00～15:50
15:00～15:20
11:00～11:30
11:00～11:30
10:30～10:50
14:00～16:30
15:00～15:20
11:00～11:30
11:00～11:30
14:00～16:00
15:00～15:20
11:00～11:30
11:00～11:40
14:00～15:30
①13:30～ ②15:00～
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
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
交流スペース
スタジオC

西郷どん 総集編１　原作：林真理子 出演：鈴木亮平、瑛太
　　ぴよぴよおはなし会
宮西達也劇場 おまえうまそうだな　あなたをずっとあいしてる ほか
にじいろのさかな～ぼうけん編～　にじいろのさかなとおおくじら ほか
　　おはなし会
西郷どん 総集編２　原作：林真理子 出演：鈴木亮平、瑛太
　　ぴよぴよおはなし会
ふるさと再生 日本の昔ばなし　鶴の恩返し ほか
ふるさと再生 日本の昔ばなし　猫女房 ほか
山下清物語 裸の大将放浪記　原作：山下清 出演：芦屋雁之助、中村玉緒
　　ぴよぴよおはなし会
ダヤンのふしぎなぼうけん　ヨールカの白いお客さん ほか
おしりたんてい　ププッ おしりたんていがふたりいる！？前編 ほか
真昼の決闘　監督：フレッド・ジンネマン 出演：ゲイリー・クーパー、グレイス・ケリー
ワークショップ「自宅でのコーヒー豆の保管方法とハンドドリップの基本」
おしりたんてい　ププッ あやうしたんていじむしょ前編 ほか

昨年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。


