
６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

「夜に星を放つ」
　窪　美澄　著　　文藝春秋　　
「子宝船」
　宮部　みゆき　著　　PHP研究所
「心も体もととのう漢方の暮らし365日」
　川手　鮎子　著　　自由国民社
「パープル・ハイビスカス」
　チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ　著　　河出書房新社

「宙ごはん」
　町田　そのこ　著　　小学館
「直感で伝わる︕プレゼン資料は見た目が9割」
　高村　勇太　著　　青春出版社
「病気と害虫を防ぐ」
　草間　祐輔　著　　NHK出版
「山口県酒豆本」
　畠本　拓実　著　　まちづくり広報の助っ人

「俺ではない炎上」　
　浅倉　秋成　著　　双葉社
「フィンランド 幸せのメソッド」
　堀内　都喜子　著　　集英社
「変異ウイルスとの闘い」
　黒木　登志夫　著　　中央公論新社
「夜の少年」
　ローラン・プティマンジャン　著　　早川書房

アナタの疑問を「レノファ山口FC」の選手に　

　答えてもらおう！

サッカーやスポーツについて聞いてみたいことを大募集︕
質問を書いて中央図書館の応募箱に入れよう︕

応募してくれた人から抽選で各回10人の質問にレノファの
選手が答えてくれます、チャンスは３回あるよ。

さらに、応募してくれた全員の中から、抽選で10名様に
レノファグッズが当たる︕　なにが当たるかお楽しみ︕

応募資格︓山口市在住の小中学生で山口市立図書館
の利用カードを持っている方

募集期間︓７月１日（金）～８月８日（月）
締切　第１回︓7月13日、第２回︓７月25日、

第３回︓8月8日
応募方法︓中央図書館レノファ応援コーナー（も し く は

市立図書館ホームページ）にある応募用紙に選手へ
の質問、利用カード番号、名前、学校名、学年を書
き、「レノクエBOX」に入れてください。

選手からの回答︓締切ごとに各回10人ずつ館内に掲示し
ます。

中央図書館が所蔵する山口市及び山口県内の市町村
がこれまで発行した「市勢要覧」、「町勢要覧」、「村勢要
覧」を一覧化して、ホームページに掲載しています。

戦前に発行されたものは、統計データなどの記録を中心
にした簡素なものでしたが、時代とともに変化し、戦後は、
写真なども多数掲載されたビジュアルなものへと変化してい
きました。

近年発行されるものは、広く内外に市町を紹介するため
のPR媒体としての性格が強くなり、紙面にも創意工夫がさ
れ、楽しく読めるものが主流となっています。また、多言語で
併記したり、言語別のものを作成するなど、国際化やインバ
ウンドを意識したものも発行されています。

市町村史や統計資料等とともに、地域史の調査研究な
どにぜひご活用ください。

レノクエ大募集
中央図書館所蔵

山口県内市町村要覧

展示期間　６月24日（金）～ ８月31日（水）
今回の企画展示では、読書感想文や読書感想画の本

を集めています。夏休みの宿題にぜひご利用ください。また、
このコーナーの本とは別に、小学校の読書感想文の課題図
書については、館内読書用のものをこどもカウンターに用意し
ています。貸出はできませんが、お急ぎの方は、こちらを館内
でご利用ください。

　

こども企画展示

「読書感想文・読書感想画」

7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

7月
NO.224
7月
NO.224

　

※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
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木
日
月
水
土
水
土
土
日
月
水
土
土
土
日
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11:00～11:40
10:30～10:50

10:30～12:00

14:00～16:10
15:00～15:20
11:00～12:00
11:00～11:20
14:00～15:00
15:00～15:20
11:00～11:30
15:00～15:20
11:00～11:45
15:00～15:30
11:00～11:45
14:00～15:55
15:00～15:20
①10:30~②13:30
14:00～16:00
11:00～11:25
①10:30~②13:30
11:00～11:35

スタジオＣ
おはなしのへや
スタジオＣ
個別配信（ZOOM）
スタジオＣ
おはなしのへや
交流スペース
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
おはなしのへや
スタジオＣ
スタジオＣ
おはなしのへや
中央図書館
交流スペース
スタジオＣ
中央図書館
スタジオＣ

7月2日
7月3日

7月3日

7月4日
7月6日
7月7日
7月10日
7月11日
7月13日
7月16日
7月20日
7月23日
7月23日
7月24日
7月25日
7月27日
7月30日
7月30日
7月30日
7月31日
7月31日

おしりたんてい　　　　　　ププッ おりのなかのけいかく
おはなし会

「あんまりすてきだったから」出版記念トークイベント オンライン開催 
パブリップビューイング 個別配信各100
打撃王
ぴよぴよおはなし会
七夕の和菓子をつくろう
おしりたんてい　　　　　　ププッ ゴリかわへんしゅうちょうのじけんぼ
水滸伝  
ぴよぴよおはなし会
うっかりペネロペ　　　　　 大好き！タータ、フィーフィ―編
ぴよぴよおはなし会
名犬ラッシー　　　　　　　前編
おはなしパレット
名犬ラッシー　　　　　　　後編　
あなたのママになるために　
ぴよぴよおはなし会
アウトオブキッザニア in やまぐち
おめんをつくろう
よりぬきキテレツ大百科　　　　キテレツ大ピンチ！パパの発明禁止令
アウトオブキッザニア in やまぐち
げんきげんきノンタン　　　　スプーンたんたんたん 他

７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、８月７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） 6日、20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） 7日、21日 ③コース（金曜日） 8日、22日

⑪コース（金曜日） 1日、15日、29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） 14日、28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） 13日、27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） 1日、15日、29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） 14日、28日

⑦コース（水曜日） 6日、20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）8日、22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） 13日、27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。

〇これまでご案内した方（R４年４月以降の体験会対象）で
　 まだ絵本を受け取られてない方
　 7月 9日(土)・10日(日)　10:00～12:00
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　13:00～16:00　

場所:中央図書館 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

※参加無料・要申込

※参加料あり・要申込

※要申込

監督：サム・ウッド
出演：ゲイリー・クーパー、テレサ・ライト

監督：張紹林
出演：李雪健、唐国強


