
１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

※11日(金)・23(水)祝休日開館します。
※図書整理日 第4木曜日は休館。

2月カレンダー

　

「倉橋惣三物語」
　倉橋　燿子　著　　講談社
「新知見!武士の都鎌倉の謎を解く」
　伊藤　一美　著　　戎光祥出版
「しらいのりこの絶品!ご飯のおとも101」
　しらい　のりこ　著　　NHK出版
「ぼくはテクノロジーを使わずに生きることにした」
　マーク　ボイル　著　　紀伊国屋書店

「遺言歌」
　なかにし　礼　著　　河出書房新社　
「カニムシ」
　佐藤　英文　著　　築地書館
「ヘイケイ日記」
　花房　観音　著　　幻冬舎
「子供たちの聖書」
　リディア　ミレット　著　みすず書房

「偽装同盟」　
　佐々木　譲　著　　集英社　
「シングルマザー、その後」
　黒川　祥子　著　　集英社
「山陽本線126駅」
　鼠入　昌史　著　　イカロス出版
「キンモクセイ」
　今野　敏　著　　朝日新聞出版

■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

2月
NO.219
2月
NO.219

市立中央図書館
「蔵書点検」による
　　　　　　休館のおしらせ

企画展示

文字が大きい本あります
市立中央図書館は、下記の期間中「蔵書点検」
のため休館いたします。
貸し出しはできませんが、本・雑誌の返却にかぎり
ブックポストのご利用ができます。
CD・DVDなどの視聴覚資料は破損の恐れがあり
ますので、開館後直接カウンターへお返しください。
ご利用の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理
解ご協力をお願いいたします。
◆期間　２月28日(月)～３月８日(火)

＊旧山口地域の地域交流センターへの配送も中止いたします。
＊移動図書館(ぶっくん)は通常どおり運行します。

※資料の返却はブックポストをご利用ください。
　(視聴覚資料は開館中にカウンターまで)
問い合わせ︓中央図書館　TEL︓083-901-1040
　　　　　　　　　　　　　　　　　Fax︓083-901-1144
　　　　　　　　　　　　　　　　 　Eメール︓info@lib-yama.jp

　「本は読みたいけれど、 小さい文字が読みづ
らい…」
　そんな方はいらっしゃいませんか︖

　そんな方におすすめなのが、 大活字本です。

　大活字本とは、 高齢者など小さい文字が読
みづらい方でも読みやすいように、 大きな活字
で印刷された本のことです。

　今回の企画では、 小説、 人生訓、 社会
福祉、 園芸など、 様々なジャンルの本をご用
意しました。
　ぜひ、 一度手に取って、 読みやすさを実感
してみてください。

展示期間：
　令和４年１月 28 日 ( 金 ) ～２月 27 日 ( 日 )



 ～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
月
水
土
日
月
水
土
日
月
水
土

15:00～15:20
11:00～11:40
10:30～10:50
10:30～11:45
14:00～16:20
15:00～15:20
11:00～11:40
11:00～11:45
14:00～15:00
15:00～15:20
11:00～11:45
11:00～11:30
14:00～15:00
15:00～15:20
15:00～15:30

おはなしのへや
スタジオC
おはなしのへや
スタジオC
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
スタジオC
おはなしのへや
おはなしのへや

2月2日
2月5日
2月6日
2月6日
2月7日
2月９日
2月12日
2月13日
2月14日
2月16日
2月19日
2月20日
2月21日
2月23日
2月26日

ぴよぴよおはなし会
おしりたんてい　　  ププッ マルチーズしょちょうとチワワしょちょう ほか
おはなし会
オンライン講演会 「伊藤羊一の読書術」　（受講無料 要事前申込）
赤い靴
ぴよぴよおはなし会
おしりたんてい　　　　　 ププッ かいとうとねらわれたはなよめ
赤毛のアン　　　　 前編　
経世済民の男 高橋是清　前編
ぴよぴよおはなし会
赤毛のアン　　　　 後編　
ムーミンパペットアニメーション パパの青春の巻　　　　 あらしとオーケストラ号 ほか
経世済民の男 高橋是清　後編
ぴよぴよおはなし会
おはなしパレット

２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、３月13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） 2日、16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） 3日、17日 ③コース（金曜日） 4日、18日

⑪コース（金曜日） 25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） 10日、24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） 9日、23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） 11日、25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） 10日、24日

⑦コース（水曜日） 2日、16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）4日、18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） 9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。

脚本：ジェームス三木
出演：オダギリジョー、谷原章介

脚本：ジェームス三木
出演：オダギリジョー、谷原章介

監督：マイケル・パウエル、エメリック・プレスバーガー
出演：モイラ・シアラー、アントン・ウォルブルック

〇大歳地域
　 ２月 ４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
　 ２月10日（木）10:00～12:00
　　　　　　　　　　　　 14:00～16:00　場所:平川地域交流センター
〇湯田地域
　 ２月14日（月）14:00～15:30　場所:山口市保健センター


