
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

　

関連企画展示

　これまでの「読書感想文・読書感想画」の本を集めていま
す。夏休みの感想文や感想画にご利用ください。また、この
コーナーの本とは別に、貸出せずに、図書館内だけで利用
できる読書感想文の本をこどもカウンターに用意しています。
　展示期間　６月25日（金）～ ８月30日（月）

7月
NO.212

※22日(木)、23日(金)は、祝日開館します
※図書整理日 第５木曜日は休館

アナタの疑問を「レノファ山口FC」の選手に答えてもらおう！

サッカーやスポーツについて聞いてみたいことを大募集︕
質問を書いて中央図書館の応募箱に入れよう︕
応募してくれた人から抽選で各回10人の質問にレノファの
選手が答えてくれます、チャンスは3回あるよ。
さらに、応募してくれた全員の中から、抽選で10名様にレノ
ファグッズが当たる︕　なにが当たるかお楽しみ︕

応募資格︓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

募集期間︓7月1日（木）～8月9日（月）
　 締切　第1回︓7月12日、第2回︓７月26日、
　　　 　　第3回︓8月9日
応募方法︓中央図書館レノファ応援コーナー（もしくは市

立図書館ホームページ）にある応募用紙に選手への質
問、利用カード番号、名前、学校名、学年を書き、「レノ
クエBOX」に入れてください。

選手からの回答︓締切ごとに各回10人ずつ館内に掲示し
ます。

■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

7月カレンダー

レノクエ大募集

　 山口ゆめ回廊博覧会に関連して、 ナナシマチ（山口市、
宇部市、 萩市、 防府市、 美祢市、 山陽小野田市、 津和
野町）に関する本を集めました。
　ナナシマチの観光、 歴史に関する本や、 ナナシマチにゆかりの
ある作家さんの本、 ゆめはくイベントに関する本などがあります。
　ぜひお手に取ってご覧ください。

展示期間︓6 月 21 日（月）～ 7 月 15 日（木）
（図書館内 奥 中庭 横） 　　

「アンソーシャルディスタンス」
　　金原　ひとみ　著　　新潮社
「バイデンはなぜ、アメリカ最後の大統領になるのか」
　　ベンジャミン・フルフォード　著　　かや書房
「ワタナベマキの梅料理」
　　ワタナベマキ　編　　NHK出版

「本心」
　平野　啓一郎　著　　文藝春秋
「美しい和菓子の図鑑」
　青木　直己　著　　二見書房
「山口県パン豆本」
　平　義彦　編　　まちづくり広報の助っ人

「リボルバー」
　　原田　マハ　著　　幻冬舎
「コロナとワクチン」 
　　船瀬　俊介　著　　共栄書房
「三体」 上・下
　　劉　慈欣　著　　早川書房

こども企画展示

暑い夏はおうちで手あそび！

「読書感想文（課題図書）・読書感想画（指定図書）」

　中央図書館所蔵の絵本『あかちゃんとお母さんのあそびうた
ほん』『子どもとお母さんのあそびうたえほん』に収録されている
手あそびがCDになりました。そのCD「あかちゃんとお母さんの
あそびうた」、「子どもとお母さんのあそびうた」をはじめ、キッズ
向けの英語のうたを収録した「歌って学ぶ︕英語のうた」、
「OSAMUʼS MOTHER GOOSE SONG」、「ミッフィーといっしょ
に︕えいごのうた＆ウィンターソング」 など、おかあさんといっしょ
に楽しめるCDが入りました。ご利用ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（B29︓CD・DVD）



 ～赤ちゃんと絵本を楽しむ～ 

　　 ブックスタート体験会
おはなし会 場所：おはなしのへや 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。

月　日　 　曜日　　 時     間　　　　　             　　　　 行　事　内　容                            　　    場　所
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くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ　小さなオバケたち ほか
おはなし会
くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ　ビスケット ほか
TOKYO 1964　―東京オリンピック開催に向かって― ｖol.1
ぴよぴよおはなし会
ふるさと再生　日本の昔ばなし　大江山の鬼退治 ほか
ふるさと再生　日本の昔ばなし　馬方山姥　ほか
TOKYO 1964　―東京オリンピック開催に向かって― ｖol.2
ぴよぴよおはなし会
げんきげんきノンタン
おしりたんてい　　　　　ププッ はんざいけいかくのシナリオ
八つ墓村　　　　　出演：吉岡秀隆、村上虹郎 ほか
ぴよぴよおはなし会
おしりたんてい　　　　　ププッ かいとうU たい おしりたんてい　
映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ
誰でも簡単 キッズカットセミナー                            要事前申込
最高のふたり　　　 出演：ロバート・カーライル ほか
ぴよぴよおはなし会
理想の家に住みたい！ 　　　　　　　　　　　    要事前申込
Out of Kidzania in やまぐち 2021　　 要事前申込 対象：小3～小６
ふるさと再生　日本の昔ばなし　山梨とり　ほか

７月の行事予定 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、緊急連絡先の記入、「入場制限（50名程度）」にご協力をいただいております。

〇大内地域
　 7月　1日（木）10:00～12:00
　　　　　　　　　　　　14:00～16:00　場所:大内地域交流センター

〇これまでご案内した方（R３年４月以降の体験会対象）で
　 まだ絵本を受け取られてない方
　 7月10日(土)・11日(日)　11:00～12:00
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　13:00～16:00　

場所:中央図書館 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

○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　対象︓5,6歳から小学校中学年（人数制限あり）

　日時︓７月４日（日）10:30～10:50 
　※次回は、８月１日（日）「おはなし会」をします。

移動図書館「ぶっくん」の運行

  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　　

①コース（水曜日） 14日、28日

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

②コース（木曜日） １日、15日、29日

10：00～10：40　佐山小学校

11：00～11：30　嘉川地域交流センター　　　

13：00～13：40　上郷小学校(小郡)   

14：10～14：50　陶地域交流センター

③コース（金曜日） ２日、16日、30日

⑪コース（金曜日） ９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コース（木曜日） ８日

13：10～13：30　阿東園

14：00～14：30　嘉年分館

 南ルート

北ルート

10：50～11：30　秋楽園

13：10～13：50　大海小学校(秋穂)　　　

14：30～15：10   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)　

④コース（水曜日） ７日、21日

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

⑥コース（金曜日） ９日、23日

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)

⑤コース（木曜日） ８日、22日

⑦コース（水曜日） 14日、28日

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

⑧コース（金曜日） ２日、16日、30日

10：10～10：40　柚野木小学校

12：50～13：20　さくら小学校

13：30～14：00　鷹の巣公会堂　

14：30～15：00　阿東老人ホーム

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

４月より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。

～ 不動産屋さんといっしょに
　 オリジナル計画マップを作ろう～


