
３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

「チェレンコフの眠り」
　一條　次郎　著　　新潮社
「奇跡」
　林　真理子　著　　講談社
「猫にひろわれた話」
　猫びより編集部　編　　辰巳出版

「タラント」
　角田　光代　著　　中央公論新社　
「手指衛生とハンドケア」
　森兼　啓太　著　　ヴァンメディカル
「ボクと、正義と、アンパンマン」
　やなせ　たかし　著　　PHPｴﾃﾞｨﾀｰｽﾞ・グループ

「ブラック・ムーン」　
　逢坂　剛　著　　中央公論新社　
「図説日本妖怪史」
　香川　雅信　著　　河出書房新社
「将棋記者が迫る棋士の勝負哲学」
　村瀬　信也　著　　幻冬舎　　

３月 16日（水）から、メグリバ（新山口駅北口隣）
で山口市立図書館の予約本を受け取れるようになり
ました！

受取場所
産業交流スペース Megriba( メグリバ）
山口市小郡令和 1－1－1 KDDI 維新ホール 1階

利用時間
午前9時から午後 10時

休 館 日
第2・4火曜日、年末年始 (12 月 29日～ 1月 3日）
※臨時で休館となることもあります
riyp

小郡文化資料館　
「紙すき」ではがきづくり体験

①10:30～11:30 ②11:30～12:30

共同利用スペース

各回10名ずつ（事前申込制）

幼児から小学生（保護者同伴）

「おはなしパレット」　
おはなし会＆こいのぼりづくり

①10:30～ ②15:00～

おはなしのへや

親子先着10組

幼児～小学生
こいのぼりづくりは11:00～14:30
どなたでも参加できます

山口市文化財保護課　
とかして、流して、古代のお金づくり

①14:30～ ②15:00～③15:30～

インフォメーションスペース

1回あたり16名（当日先着順）

小学生以上

（小学３年生以下は保護者同伴）

時間

場所

定員

対象

時間

場所

定員

対象

時間

場所

定員

対象

当日12時から会場入り口で整理券を配布します

上映会
「ふしぎ駄菓子屋　銭天堂」

11:00～11:40

山口情報芸術センタースタジオC

100名

時間

場所

定員

13:30～14:00（13：00 開場）

山口情報芸術センタースタジオＡ

当日先着 200名

時間

場所

定員

山口県立山口博物館　
ランプシェードをつくろう

10:30～12:00

交流スペース

親子１５組（事前申込制）

小学生以上、要保護者同伴

国立山口徳地青少年自然の家　
紙ひこうきをつくって、飛ばそう！

10:30～15:30（最終受付）

インフォメーションスペース

なし

幼児～小学生(事前申込不要)

図書館企画　
紙でつくるミニ本たて

13:00～15:30（最終受付）

交流スペース

なし

どなたでも(事前申込不要)

図書館捜索ゲーム　
３つのミッションをクリアせよ！

10:00～16:00（最終受付）

ティーンズコーナー中庭付近

なし

どなたでも(事前申込不要)

時間

場所

定員

対象

時間

場所

定員

対象

時間

場所

定員

対象

時間

場所

定員

対象

高重翔さん
マジックパフォーマンス

対象

4月カレンダー

※29日(金)は祝休日開館します。
※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

4月
NO.221
4月
NO.221



 ～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 対象者には事前にご案内のハガキを

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

土
日
日
月
水
土
日
月
水
土
日
月
水
土
日
月
水
日

11:00～11:40
10:30～10:50
11:00～11:20
14:00～15:40
15:00～15:20
11:00～11:40
11:00～11:30
14:00～15:40
15:00～15:20
11:00～11:35
11:00～11:40
14:00～15:50
15:00～15:20
11:00～11:30
11:00～11:30
14:00～16:10
15:00～15:20
10:00～16:00

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
スタジオC
スタジオC
スタジオC
おはなしのへや
中央図書館・YCAM

4月2日
4月3日
4月3日
4月4日
4月6日
4月9日
4月10日
4月11日
4月13日
4月16日
4月17日
4月18日
4月20日
4月23日
４月24日
4月25日
4月27日
4月30日

おしりたんてい　　　　　ププッ むしばはつらいよ ほか
おはなし会
おしりたんてい　　　　　ププッ おおぺらざのかいとう
愛しのシバよ帰れ
ぴよぴよおはなし会
ふしぎ駄菓子屋　銭天堂　　ミュージックスナック ほか
ふしぎ駄菓子屋　銭天堂　　獏ばくもなか ほか
モリのいる場所
ぴよぴよおはなし会
かわいいミッフィー
くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ　セレスティーヌの林間学校 ほか
アンデルセン物語　
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　空飛ぶオーケスト号 他
ムーミン・パペットアニメーション　魔法の巻　　　 ルビーの王様 他
永い言い訳
ぴよぴよおはなし会
こどもワイワイ図書館

４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
※今月は、こどもワイワイ図書館の開催日にあります。

○おはなし会　対象︓5,6歳から小学校中学年
　 ※５月４日（水）「おはなしひろば」を開催します。

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） 運休

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） 運休 ③コース（金曜日） 1日

⑪コース（金曜日） 8日、22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

⑩コース（木曜日） 7日、21日

12：40～13：00　地福分館

13：15～13：30　阿東園

14：00～14：30　嘉年分館

 南ルート　　※4月13日（水）から5月9日（月）まで車両修理のため運休します

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） 6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） 8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） 7日

⑦コース（水曜日） 13日、27日

10：40～11：00　串分館

12：50～13：30　八坂小学校

13：40～14：00　とくぢ苑　

14：20～14：50　柚野分館

⑧コース（金曜日）1日、15日

10：10～10：40　柚野木小学校

12：50～13：20　さくら小学校

13：30～13：50　鷹の巣公会堂　

14：00～14：20　元粟屋医院駐車場

14：40～15：10　生雲小学校

⑨コース（水曜日） 6日、20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 北ルート⑦コース、⑧コース、
⑩コース、⑪コースは、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：ダニエル。マン
出演：バート・ランカスター、テリー・ムーア

監督：チャールズ・ヴィダー
出演：ダニー・ケイ、ファーリー・グレンジャー

監督・脚本：沖田修一
出演：山崎努、樹木希林

原作・監督・脚本：西川美和
出演：本木雅弘、竹原ピストル

山口市では、赤ちゃんと一緒に絵本を通して親子でふれあいを深めて
いただくための『ブックスタート体験会』を開催しています。
対象の赤ちゃん（６か月前後）には、案内ハガキを発送しますので、
ぜひご参加下さい。
なお、年間の日程は、ホームページをご覧ください。


