
12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

1月カレンダー

「同志少女よ、敵を撃て」
　逢坂　冬馬　著　　早川書房　
「もしも徳川家康が総理大臣になったら」
　眞邊　明人　著　　サンマーク出版　
「円」
　劉　慈欣　著　　早川書房
「コロナ後」
　佐藤　智恵　著　　新潮社

「現代生活独習ノート」
　津村　記久子　著　　講談社　
「一冊でわかる江戸時代」
　大石　学　著　　河出書房新社　
「心地よく、ていねいに、ゆとりを楽しむこれからの暮らし方」
　門倉　多仁亜　著　　扶桑社　
「脳梗塞治療大全」
　高木　誠　著　　講談社

「ミチクサ先生　上・下」
　伊集院　静　著　　講談社　
「卒論・修論研究の攻略本」
　石原　尚　著　　森北出版　
「南極の氷に何が起きているか」
　杉山　慎　著　　中央公論新社　
「絵本のようなお菓子」
　milky pop.　著　　白泉社

■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

1月
NO.218
1月
NO.218

山口市まちじゅう図書館は、まちなかの人が集まる場所に
サテライトライブラリーを設置して、本を通じた新たな発見や
学びの場を創出する取り組みです。公募の結果、下記15
事業者をパートナー事業者として新たに選定しました。これ
から１年間、店舗内にサテライトライブラリーを開設していた
だくとともに、それぞれのノウハウや専門性を生かしたワーク
ショップや講座などを図書館で開催していただく予定です。

◆2021年12月現在のまちじゅう図書館の
   パートナー事業者

・COFFEE BOY 山口店（白石）
・エヌライフ・エステート（白石）
・LAWAKU（湯田）　・cafe もやい（大殿）
・flower shop HANAKAGE（小鯖）
・カフェド・センス（大内）
・山口日産　山口大内店（大内）
・Yorozu Farm（宮野）　・Hair Salon LoLo（吉敷）
・SARA 21 Beauty Sight（大歳）
・美容室 クレスト・シー（佐山）
・はあと農園カフェ（嘉川）　・Cafe はなめ（小郡）
・ローズデンタルクリニック・ベビーサロン（小郡）
・島地建材（徳地）

詩人・峯澤典子さんをお迎えして、詩人たちの詩の読み
解き方や、詩の書き方について、オンラインで学びます。

自分の気持ちを、詩でしたためてみませんか。
詩は難しそう、と思われている方も、お気軽にご参加ください。
日　　　時︓令和４年１月23日(日) 10時30分～12時
配信方法︓パブリックビューイング（スタジオC）

個別配信（Zoomミーティング）
講　　　師︓峯澤典子さん
定　　　員︓いずれも50名
参 加 費︓無料
申込・問合せ︓山口市立中央図書館

電話　083-901-1040
申込フォーム

https://logoform.jp/form/XCim/57141

「山口市まちじゆう図書館」 
新しいパートナー事業者が決定しました

図書館活用推進事業
「詩人・峯澤典子さんと学ぶ 詩の教室」

YCAM主催の舞台「ナイフ」（原作︓重松清）上映に関連
したイベントです。
おすすめの重松 清作品を投票していただき、結果を後日発
表します。
応募者の中から抽選で、「ナイフ」上映チケットをプレゼント。
また、応募者全員に参加賞があります。
記入場所︓YCAMコーナー付近
投票箱設置・参加賞受け取り場所︓レファレンスカウンター
締　　　切︓令和４年１月28日(金)
結果発表︓１月以降　掲示板

YCAMとのコラボ企画
「みんなで選ぶ おすすめの重松 清作品」

※ 10日（月）は祝日開館します。

　  図書整理日 第４木曜日は休館。



 ～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

水
土
日
日
水
土
日
月
水
土
土
日
月
水
土
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15:00～15:20
11:00～11:40
10:30～10:50
11:00～11:25
15:00～15:20
11:00～11:20
11:00～11:30
14:00～15:50
15:00～15:20
11:00～11:30
15:00～15:30
10:30～12:00
14:00～15:10
15:00～15:20
11:00～11:30
14:00～16:30

おはなしのへや
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
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

１月5日
1月8日
1月9日
1月9日
1月12日
1月15日
1月16日
1月17日
1月19日
1月22日
1月22日
1月23日
1月24日
1月26日
1月29日
1月31日

ぴよぴよおはなし会
おしりたんてい　　ププッ ゆきやまのしろいかいぶつ!?
おはなし会
おしりたんてい　　　　　ププッ きえたがかのなぞ
ぴよぴよおはなし会
ころわんのはなし　　ころわんが ようい どん！ ほか
ふるさと再生 日本のむかしばなし　　 しっぺい太郎 ほか
キング・ソロモン
ぴよぴよおはなし会
ふるさと再生 日本のむかしばなし　　　 尻鳴りべら ほか
おはなしパレット
詩の教室
愛の断層　　　　　原作：松本清張、出演：平幹二朗
ぴよぴよおはなし会
ムーミンパペットアニメーション パパの青春の巻　　　　 ムーミンパパの思い出 ほか
岩合光昭の世界ネコ歩き スペシャル 京都の四季　　撮影：岩合光昭、出演：本上まなみ

１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
日時︓毎週水曜日 15:00～（20分程度）

○おはなしパレット　図書館ボランティアさんによるおはなし会です
日時︓毎月第4土曜日 15:00～（20分程度）

○おはなし会　対象︓5,6歳から小学校中学年
　 ※次回は、２月６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） 5日、19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） 6日、20日 ③コース（金曜日） 7日、21日

⑪コース（金曜日） 14日、28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） 13日、27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） 12日、16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） 14日、28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） 13日、27日

⑦コース（水曜日） 5日、19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）7日、21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） 12日、26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。

監督：コンプトン・ベネット、アンドリュー・マートン
出演：スチュワート・グレンジャー、デボラ・カー

〇宮野地域１月7日(金) 10:00～12:00（宮野地域交流センター） 14:00～16:00
〇大内地域１月13日(木) 10:00～12:00（大内地域交流センター）14:00～16:00
〇大殿・白石地域１月17日(月) 14:00～15:30（山口市保健センター）
〇吉敷地域１月24日(月) 10:00～12:00（吉敷地域交流センター）14:00～16:00
〇全地区 1月29日(土)・30日(日) 11:00～12:00（中央図書館）13:00～16:00


