
９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

　

第18回中央図書館まつり企画第18回中央図書館まつり企画

教えて！お気に入りの一冊

広げよう、読書の輪。

　 山口市立中央図書館所蔵のお気に入りの本を

教えてください。

　 ご紹介いただいた本と紹介カードを第 18 回山

口市立中央図書館まつりで展示します。

応募方法：紹介カードに必要事項をご記入いただ

き、記載台にある応募箱にご提出くだ

さい。

応募締切 : 令和 3 年 10 月 30 日㈯　

　　　　　　　　　　※紹介カードがなくなり次第終了

展示期間：令和3年11月20日㈯▶12月27日㈪

注意事項 : ・ 山口市立中央図書館に所蔵してい

る本に限ります。

・ １人１冊まで応募できます。

・ 予約の多い本など、 本を展示でき

ない場合があります。

・ 展示期間中に本を入れ替えて展示

します。

 あなたの「本のある生活」を写真で伝えてみませんか。

　 ご応募いただいた作品は 「第１８回山口市立中央図書館ま

つり」 で展示します。

応募締切 : 令和 3 年 10 月 15 日 （金）

応募資格 : 山口県内在住の中学生 ・ 高校生

サ イ ズ ： プリント Ａ３ 以内

応募方法 : 出品申込書に必要事項を記入し、 作品に添えて

山口市立中央図書館へ送付または直接お持ち

込みください。※出品申込書はホームページにも

掲載しています。

展示期間 : 令和 3 年 11 月 20 日 （土） ～１２月２７日 （月）

　　　　　　　作品が多い場合は、 期間内に作品を入れ替えな

がら展示します。

そ の 他 : 返却をご希望の場合は１月末日までに当館まで

お越しください。

注意事項 : 以下に該当する作品は、展示の対象外となります。

・ 上記の要件に反するもの。

・ 第三者の著作権、 肖像権、 その他の権利を侵

害するもの。

・ 当写真展の趣旨と合わないと主催者が判断したもの。

・ 作品データが判読不能なもの。

NO.215
10月

※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

10月カレンダー

「地中の星」

　　門井　慶喜　著　　新潮社

「TOKYO REDUX」

　　デイヴィッド　ピース　著　　文藝春秋

「サラダのアイデア帖」

　　小竹　貴子　著　　PHPエディターズ・グループ

「やさしい猫」

　中島　京子　著　　中央公論新社

「今日がもっと楽しくなる行動最適化大全」

　樺沢　紫苑　著　　KADOKAWA

「元就の手紙」

　毛利博物館　編　　毛利博物館

「周防の地侍と埋められた渡来品」

　　藤本　明義　著　　文芸社

「オードリー タン日本人のためのデジタル未来学」 

　　早川　友久　著　　ビジネス社

「台湾を目覚めさせた男 児玉源太郎」

　　木村　健一郎　著　　梓書院　　

中高生写真展 作品募集
テーマ  本のある生活



 ～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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日
日
月
水
土
月
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木
月
水
土
日
月
水
土
日

11:00～11:30
10:30～10:50
11:00～11:30
14:00～15:20
15:00～15:20
10:30～12:00
14:00～15:20
15:00～15:20
①13:30～ ②15:00～
14:00～15:00
15:00～15:20
11:00～11:30
11:00～11:30
14:00～15:50
15:00～15:20
11:00～11:40
11:00～11:30

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
共同利用スペース
スタジオC
おはなしのへや
交流スぺース
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

10月2日
10月3日
10月3日
10月4日
10月6日
10月9日
10月11日
10月13日
10月14日
10月18日
10月20日
10月23日
10月24日
10月25日
10月27日
10月30日
10月31日

ふるさと再生日本の昔ばなし　ねずみの婿取り ほか
おはなし会
ふるさと再生日本の昔ばなし　たわらの藤太 ほか
みをつくし料理帖 スペシャル　前編
ぴよぴよおはなし会
珪藻土パネルに絵をかこう
みをつくし料理帖 スペシャル　後編
ぴよぴよおはなし会
あなたをキレイに魅せるパーソナルカラー診断
経世済民の男 小林一三 後編　  出演：阿部サダヲ、瀧本美織
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　湖の怪物 ほか
くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ　吹雪 ほか
楽劇 サロメ
ぴよぴよおはなし会
げんきげんき ノンタン　　でかでか ありがとう ほか
ふるさと再生日本の昔ばなし　ほら吹き娘 ほか

10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）
　　※次回は、11月７日（日）「おはなし会」をします。

移動図書館「ぶっくん」の運行

  9：40～10：20　山口県立育成学校(大内)

10：40～11：20　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） 6日、20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　　　

15：30～16：10   吉敷地域交流センター

②コース（木曜日） 7日、21日 ③コース（金曜日） ８日、22日

⑪コース（金曜日） 1日、15日、29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） 14日、28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)　　　

14：20～15：00   小鯖地域交流センター

15：30～16：00　仁保下郷深野(有限会社須子測地開発前)　

④コース（水曜日） 13日、27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） 1日、15日、29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） 14日、28日

⑦コース（水曜日） 6日、20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）８日、22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） 13日、27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

10月より 南ルート①コース、
②コース、④コースは時間に
変更がありますのでご注意
ください。

コヴェント・ガーデン・ロイヤル・オペラ管弦楽団
出演：キャサリン・マルフィターノ、ブリン・ターフェル

〇湯田地域
　 10月　4日（月）14:00～15:30　場所:山口市保健センター
〇大歳地域
　 10月15日（金）10:00～12:00
　　　　　　　　　　　　  14:00～16:00　場所:大歳地域交流センター

〇平川地域
　 10月21日（木）10:00～12:00
　　　　　　　　　　　　  14:00～16:00　場所:平川地域交流センター


