
４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

「彼女が知らない隣人たち」
　あさの　あつこ　著　　KADOKAWA
「月の王」
　馳　星周　著　　KADOKAWA
「核兵器について、本音で話そう」
　太田　昌克　著　　新潮社
「父子で考えた「自分の道」の見つけ方」
　野口　絵子　著　　誠文堂新光社

「紙鑑定士の事件ファイル 偽りの刃の断罪」
　歌田　年　著　　宝島社　
「北条義時」
　安田　元久　著　　吉川弘文館
「70からはメリハリ元気で自然な暮らし」
　沖　幸子　著　　祥伝社
「君の心に刻んだ名前」
　湛　藍　著　　幻冬舎

「朱色の化身」　
　塩田　武士　著　　講談社　
「世界を変えた150の哲学の本」
　アダム・フェルナー　著　　創元社
「営業店の相続実務Q&A」
　上原　敬　著　　経済法令研究会　　
「一万年生きた子ども」
　ナガノ　ハル　著　　現代書館

こども企画展示

自分の気持ちを誰かに伝えるのって、意外と難しい。
なかよしの友だちへ、お父さんやお母さんへ
言葉を選んで、声に出したり、手紙を書いたり
みなさんは、どうやって自分の気持ちを伝えますか︖
５月８日は母の日です。
　展示期間　４月29日（金）～ ５月25日（水）

山口市まちじゅう図書館のサテライトライブラリー設置店
15店舗を紹介した「山口市まちじゅう図書館　本がよめる
お店ナビ」を発行しました。

各図書館、地域交流センター、観光案内所、道の駅な
どで配布しています。 ぜひご活用ください。

「こころをつたえよう」

忙しい毎日を過ごす中で本を読みたいけれど時間がな
い、読みたい本がわからない、そんなときに日常を彩るような
心に響く言葉たちが集まった本はいかがでしょうか。

今回の展示では、どこか親しみやすく、一度は聞いたこと
のあるような詩集と中原中也賞歴代の受賞作品を取り揃
えています。

詩人たちの言葉はまるでダンスのように軽やかに私たちの
心に響いてきます。目に留まった詩の一節を手帳に書き留
めて、いつもの生活がもっと彩り豊かになるようなそんな素敵
な「言葉たち」を見つけてみませんか。

　展示期間　４月29日（金）～ ５月25日（水）

「心に響く言葉たち」

山口市まちじゅう図書館
　　本がよめるお店ナビの発行

企画展示

5月カレンダー

■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：https://www.lib-yama.jp　

■開館時間
平日／10:00～19:00　　
土日祝日／10:00～17:00

5月
NO.222
5月
NO.222

　

※図書整理日 第４木曜日は休館
※3日(火)から5日(木)は祝日開館します。



 ～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
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11:00～11:30
15:00～15:30
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14:00～15:50

スタジオC
スタジオC
交流スペース
おはなしのへや
スタジオC
スタジオC
スタジオC・中央公園
スタジオC
おはなしのへや
中央公園
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
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5月1日
5月2日
5月3日
5月4日
5月7日
5月8日
5月9日
5月9日
5月11日
5月16日
5月16日
5月18日
5月21日
5月22日
5月23日
5月25日
5月28日
5月28日
5月29日
5月30日

げんきげんきノンタン　　　だいすきABC ほか
白昼の決闘
着物のハギレで花のブローチを作ろう
おはなしひろば
おばけのてんぷら
手話で楽しむ絵本
図書館で学ぶウォーキング
仔鹿物語
ぴよぴよおはなし会
ママとベビーのあおぞらヨガ教室
ライジング 若沖
ぴよぴよおはなし会
ミッフィーのおじいさまとおばあさま　 ミッフィーとゆうえんち ほか
ふしぎ駄菓子屋 銭天堂　　 虫歯あられ ほか
三つ数えろ
ぴよぴよおはなし会
うっかりペネロペ　　　　　 おもしろいこと大好き編
おはなしパレット
げんきげんきノンタン　　　 がんばるもん ほか
夢の現実へ ～103歳からの挑戦～

５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、６月５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） 11日、25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） 12日、26日 ③コース（金曜日） 13日、27日

⑪コース（金曜日） 6日、20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） 19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） 18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） 20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） 19日

⑦コース（水曜日） 11日、25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）13日、27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） 18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

〇大殿・白石地域
　 5月9日　　（月）14:00～15:30　場所:山口市保健センター

〇宮野地域

　 5月20日　（金）10:00～12:00
　　　　　　　　　　　　  14:00～16:00　場所:宮野地域交流センター

〇吉敷地域
　 5月23日　（月）10:00～12:00
　　　　　　　　　　　　  14:00～16:00　場所:吉敷地域交流センター

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：キング・ヴィダー
出演：グレゴリー・ペック、ジョセフ・コットン

監督：クラレンス・ブラウン
出演：グレゴリー・ペック、ジェーン・ワイマン

監督：ハワード・ホークス
出演：ハンフリー・ボガード、ローレンス・パコール

作・演出：源孝志
出演：中村七之助、永山瑛太

出演：日野原重明、板倉徹

※無料・要申込

※無料・要申込

※無料・要申込


