
５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

「ラブカは静かに弓を持つ」
　安壇　美緒　著　　集英社
「シャギー・ベイン」
　ダグラス・スチュアート　著　　早川書房
「子育て本ベストセラー100冊の「これスゴイ」を1冊にまとめた本」
　江口　祐子　著　　ワニブックス　
「ねことじいちゃん8」
　ねこまき　著　　KADOKAWA　

「ハロー・グッドバイ」
　小路　幸也　著　　集英社　　
「世界2.0 」
　佐藤　航陽　著　　幻冬舎
「無敵!のズボラルーティン」
　timo　著　　KADOKAWA　　
「捨てない生き方」
　五木　寛之　著　　マガジンハウス

「天下を買った女」　
　伊東　潤　著　　KADOKAWA　　　
「源家滅亡」
　菊池　紳一　著　　山川出版
「認知症専門医が毎日食べている長寿サラダ」
　白澤　卓二　著　　ダイヤモンド社　
「石原洋子の梅干し梅酒梅料理」
　石原　洋子　著　　主婦と生活社　　　

「好きなおはなしの絵」を展示します

　「子ども読書の日」、「こどもの読書週間」にあわせ、
「好きなおはなしの絵」を募集したところ、山口市立図
書館全体で約2200点の作品が集まりました。たくさん
のご応募をいただき、ありがとうございました。
　ご応募いただいた作品は、下記のとおり各図書館で
展示を行いますので、ぜひご来館ください。また、学校ご
との詳しい展示スケジュールは、ホームページでご確認く
ださい。

　〇中央図書館　　　6/13（月）～ 12/11（日）
　〇小郡図書館　　　6/18（土）～ 10/ 7（金）
　〇秋穂図書館　　　7/ 5（火）～ 10/23（日） 
　〇阿知須図書館　 6/24（金）～ 8/24（水）
　〇徳地図書館　　　7/29（金）～ 8/24（水）
　〇阿東図書館　　　6/ 7（火）～ 7/10（日）

企画展示
「植物と鉱物」

－plantes et minéraux－
新緑が美しいこの季節、新しい生活や仕事に慣れてき

たころでしょうか。通学路や散歩道で見かける青々と育つ
植物、人間の生涯よりも長い年月を経て成長する鉱物に
興味はありませんか。

今回の企画展示は、植物と鉱物に関連する本を集め
てみました。目を奪われるような美しい写真が載った図鑑
や人々を魅了してやまない宝石が登場する小説を揃えて
います。

本のページをめくればあなたを魅了してくれる植物や鉱
物がきっとあるはずです。私たちの想像を軽々と越える個
性豊かな自然をご堪能下さい。

展示期間　５月27日（金）～７月27日（水）

こども企画展示

これから雨がたくさん降る「つゆ」の季節になります。外で
遊べない日が続きますが、そんな時は、おうちで静かに本
を読んでみませんか︖ アジサイやカタツムリが登場するな
ど、今の季節に合った本を選びました。
　展示期間　５月27日（金）～ ６月22日（水）

「ぽつぽつ・しとしと」

6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

6月
NO.223
6月
NO.223

　

※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

水
土
日
日
月
水
土
日
月
水
土
月
水
土
月
水

15:00～15:20
11:00～11:40
10:30～10:50
11:00～11:40
14:00～15:50
15:00～15:20
11:00～11:30
11:00～11:35
14:00～15:35
15:00～15:20
①13:30~②14:30
14:00～15:50
15:00～15:20
15:00～15:30
14:00～15:55
15:00～15:20

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
交流スペース
スタジオC
おはなしのへや
おはなしのへや
スタジオC
おはなしのへや

6月１日
6月4日
6月5日
6月5日
6月6日
6月8日
6月11日
6月12日
6月13日
6月15日
6月18日
6月20日
6月22日
6月25日
6月27日
6月29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 他
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
逃走迷路
ぴよぴよおはなし会
うっかりペネロペ  ひとりでできるよ 編
うっかりペネロペ  ペネロペ、パリへいく 編
猿人ジョー・ヤング
ぴよぴよおはなし会
淹れ方で変わる！アイスコーヒー飲み比べ講座
ショウ・ボート
ぴよぴよおはなし会
おはなしパレット
フランダースの犬
ぴよぴよおはなし会

６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、７月３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） 8日、22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） 9日、23日 ③コース（金曜日） 10日、24日

⑪コース（金曜日） 3日、17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） 2日、16日、30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

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） 1日、15日、29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） 3日、17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） 2日、16日、30日

⑦コース（水曜日） 8日、22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）10日、24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） 1日、15日、29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

監督：アルフレッド・ヒッチコック
出演：ロバート・カミングス

監督：アーネスト・B・シュードサック
出演：ジョン・フォード

監督：ジョージ・シドニー
出演：キャスリン・グレイソン

監督：ケビン・ブロディ
出演：ジェレミー・ジェイムズ・キスナー

〇大歳地域
　 6月3日　　（金）10:00～12:00
　　　　　　　　　　　　  14:00～16:00　場所:大歳地域交流センター
〇湯田地域
　 6月6日　　（月）14:00～15:30　場所:山口市保健センター
〇平川地域
　 6月16日　（木）10:00～12:00
　　　　　　　　　　　　  14:00～16:00　場所:平川地域交流センター
〇大内地域
　 6月30日　（木）10:00～12:00
　　　　　　　　　　　　  14:00～16:00　場所:大内地域交流センター

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。

※参加料あり・要申込


