
７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

　なりきり美術館

8月
NO.213

※図書整理日 第４木曜日は休館

■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

8月カレンダー

「海神の子」
　　川越　宗一　著　　文藝春秋
「PPP/PFIに取り組むときに最初に読む本」
　　寺沢　弘樹　著　　学陽書房
「なんでも自分で修理する本」
　　片桐　雅量　著　　宝島社

「東京復興ならず」
　吉見　俊哉　著　　中央公論新社
「新型コロナとワクチンのひみつ」
　近藤　誠　著　　ビジネス社
「クヌギ林の妖怪たち」
　斉藤　洋　編　　講談社

「あなたにおススメの」
　　本谷　有希子　著　　講談社
「超（スーパー）耐性菌」 
　　マット　マッカーシー　著　　光文社
「50歳になりまして」
　　光浦　靖子　著　　文芸春秋社

　新型コロナウイルスの影響で一度延期になった、 東京
2020 オリンピック ・ パラリンピックが、いよいよ開催されます。

　今回の企画展示では、オリンピックに関する本を集めました。

　歴史や雑学についての本をはじめ、 オリンピックを舞台にした
小説、メダリストが執筆した本、競技に関する本など、さまざま
なジャンルの本をご用意しています。

　ぜひ、図書館の資料を通して、いろいろな角度からオリンピッ
クを楽しんでみませんか︖

　展示期間︓７月 23 日 （金） ～ ９月 29 日 （水）

　期間限定で開催される美術館 「なりきり美術館」 に関連し
た企画展示です。
　人気番組 「びじゅチューン︕」 内で登場した作品に関する本
を集めました。
　誰もが知っている作品に込められた物語や、 当時の時代背
景、人間味あふれる作者の生き方などを知ることができます。
　この機会に、奥深い美術の世界に触れてみませんか。

　展示期間︓７月 16 日 （金） ～ ８月 22 日 （日）

　前月に引き続き、 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 （水） ～ ８月 30 日 （月）

こども企画展示

「読書感想文（課題図書）・読書感想画（指定図書）」

企画展示　

　読んで灯そう、オリンピックの火



 ～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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おはなし会
Out of Kidzania in やまぐち 2021
ふるさと再生 日本の昔ばなし　 ぶんぶく茶釜 ほか
萌の朱雀
ぴよぴよおはなし会
くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ　　南海急行 ほか
くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ　　夢遊病 ほか
夏休みこども科学教室「UFOをつくろう！」
印象プロデュース ～ ヘアメイクでなりたい自分に ～
ぴよぴよおはなし会
ふるさと再生 日本の昔ばなし　　最後の嘘 ほか
山古志村のマリと三匹の子犬
ロスト・イン・ロンドン
ひょうたんでマラカスをつくろう　　　（要事前申込）
ぴよぴよおはなし会
ムーミンパペットアニメーション 魔法の巻　 カリフォルニアの王様 ほか
ムーミンパペットアニメーション 魔法の巻　 トフスランとビフスラン ほか
経世済民の男　小林一三　　　  前編
ぴよぴよおはなし会
経世済民の男　小林一三　　　  後編

８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。

○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︓８月１日（日）10:30～10:50 
　※次回は、９月５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） 11日、25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） 12日、26日 ③コース（金曜日） 13日、27日

⑪コース（金曜日） 6日、20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） 5日、19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） 4日、18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

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

⑥コース（金曜日） 6日、20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） 5日、19日

⑦コース（水曜日） 11日、25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） 13日、27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） 4日、18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。

監督・製作・脚本：ウディ・ハレルソン
出演：ウディ・ハレルソン、ウィリー・ネルソン

〇仁保地域
　 ８月６日（金）10:00～11:00　場所:仁保つどいの広場
〇小鯖地域

　 ８月６日（金）13:30～14:30　場所:小鯖地域交流センター


