
10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

NO.216
11月

※3日(水)、23日(火)は祝日開館します。
※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

11月カレンダー

「民王」

　　池井戸　潤　著　　KADOKAWA

「ディープフェイク」

　　ニーナ・シック　著　　日経ナショナルジオグラフィック

「おうち避難のためのマンガ防災図鑑」

　　草野　かおる　著　　飛鳥新社

「播磨国妖綺譚」

　上田　早夕里　著　　文藝春秋

「日本を前に進める」

　河野　太郎　著　　PHP研究所

「いつも隣に山頭火」

　井上　智重　編　　言視舎

「ペッパーズ・ゴースト」

　　伊坂　幸太郎　著　　朝日新聞出版

「小さな声、光る棚」 

　　辻山　良雄　著　　幻冬舎

「おうちストレスをためない習慣」

　　杉岡　充爾　著　　クロスメディア・パブリッシング　　

第18回 山口市立中央図書館まつり

日時︓11月20日（土）10:00～
場所︓山口情報芸術センター（YCAM）・
　　　　 中央図書館・中央公園

２ ぶっくんにのってみよう
[場所] YCAM 第１駐車場奥
　　　（雨天時はぶっくん車庫）
[時間] 10：00～15：00
[内容] 運転席にもすわれるよ！

４ 感動を声に！朗読マラソン！
[場所] YCAM２階 スタジオＣ
[時間]   10：30～12：00
[内容] 好きな作品を持ち寄って朗読しよう！
[定員] 朗読者15名・見学者25名

３ おはなしひろば
[場所] 図書館内 おはなしのへや
[時間] １回目　11：00～12:00
　　      2回目　13：00～14:00
　　　  3回目　15：00～16:00
[内容] おはなしかいのあとにはしおりづくりもあるよ！
　　   ※各回先着10組程度まで
           ※開始時間15分前から整理券を配布

１ 点字で名刺づくり
[場所] YCAM１階 ワークスペース前
[時間] 10：00～14：30
[内容] 点字の名刺を作ってみよう！

７ ライブラリアン探偵団入団テスト！

[場所] 図書館内　交流スペース
[時間] 10：00～14：00
[内容] ゲーム感覚でレファレンスを体験しよう！

５ いくつ揃えられるかな？読書ビンゴ
[場所] YCAM１階 　インフォメーションスペース
[時間] 10：00～14：00
[内容] ビンゴを通して色々な本をみつけよう！
　　　景品ももらえるよ！

[場所] 図書館内 交流スペース 壁面
[期間] 11月20日 ～ 12月27日
[内容] 「本のある生活」をテーマに募集した写真を展示します。

[場所] YCAM１階 　インフォメーションスペース
[時間] 10：00～14：00
[内容] プラ板づくりを通して、国木田独歩を知ろう！

国木田独歩に親しもう！亀吉ストラップづくり！！６

写真展「本のある生活」 ８

Ｃ

[場所] 図書館内　ティーンズコーナー横中庭付近
[期間] 11月20日 ～ 12月27日
[内容] 利用者のみなさんのおすすめの本を展示します。

教えて！お気に入りの一冊9

[場所] YCAM２階 スタジオＣ
[時間] 14:00 ～ 16:20
[内容] 童謡詩人金子みすゞの内面と生きざまをオペラ化。

上映会「オペラ　みすゞ」10



 ～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

月
水
土
月
水
土
日
日
月
水
土
土
日
土
日
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14:00～15:40
15:00～15:30
11:00～11:30
14:00～16:00
15:00～15:20
11:00～11:30
11:00～11:30
15:00～16:00
14:00～16:00
15:00～15:20
10:00～17:00
14:00～16:20
11:00～11:40
11:00～11:30
11:00～11:30
14:00～15:50

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
スタジオC
交流スペース
スタジオC
おはなしのへや
山口市立中央図書館 ほか
スタジオC
スタジオC
スタジオC
スタジオC
スタジオC

11月1日
11月3日
11月6日
11月8日
11月10日
11月13日
11月14日
11月14日
11月15日
11月17日
11月20日
11月20日
11月21日
11月27日
11月28日
11月29日

アンコール上映会ベスト５　第5位 駅馬車
おはなしひろば
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
アンコール上映会ベスト5　第5位 若草物語
ぴよぴよおはなし会
ふるさと再生日本の昔ばなし　和尚と小僧のかみがない ほか
ムーミンパペットアニメーション 魔法の巻　ハンドバックはどこ？　ほか
珈琲豆かすリサイクルワークショップ
アンコール上映会ベスト5　第4位 シャレード
ぴよぴよおはなし会
第18回山口市立中央図書館まつり
図書館まつり上映会　オペラみすゞ
素敵で小さなお話　僕の味方は強いワニ ほか
くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ　レオン ほか
くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ　大きないじわるクマ ほか
アンコール上映会ベスト5 第3位　アンナ・カレーニナ

11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）

※11月７日（日）の「おはなし会」はありません。

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） 3日、17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） 4日、18日 ③コース（金曜日） 5日、19日

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

⑦コース（水曜日） 17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）5日、19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） 10日、24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。

〇大内地域
　 11月11日（木）10:00～12:00
　　　　　　　　　　　　  14:00～16:00　場所:大内地域交流センター
〇 全 地域
　 11月13・14日（土・日）10:00～12:00
　　　　　　　　　　　　 　　　　　 13:00～16:00　場所:中央図書館
〇宮野地域
　 11月26日（金）10:00～12:00
　　　　　　　　　　　　  14:00～16:00　場所:宮野地域交流センター


