
７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

「たんぽぽ球場の決戦」
　越谷　オサム　著　　幻冬舎　　　　　
「鯉姫婚姻譚」
　藍銅 ツバメ　著　　新潮社　
「農家が教える 酢とことん活用読本」
　農文協　編　　農山漁村文化協会　
「新しい公用文作成ガイドブック」
　岩田　一成　著　　日本加除出版

「予感（ある日、どこかのだれかから電話が）」
　清水　杜氏彦　著　　双葉社
「最期まで在宅おひとりさまで機嫌よく　」
　上野　千鶴子　著　　中央公論新社
「災害とトイレ」
　日本トイレ協会　著　　柏書房
「血を分けた子ども」
　オクテイヴィア・E・バトラー　著　　河出書房新社

「爆発物処理班の遭遇したスピン」　
　佐藤　究　著　　講談社　　　
「心を燃やす名言100」
　遠越　段　著　　総合法令出版
「体の不調がスーッと消える「天気痛さん」の本」
　佐藤　純　著　　扶桑社
「消えた歌の風景　PART1・２」
　内館　牧子　著　　清流出版

展示期間︓６月24日（金）～ ８月31日（水）

前月に引き続き、これまでの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」

「謎と恐怖は蜜の味」

７月１日から募集を始めましたが、８月８日（金）が
最終締切になります。

サッカーやスポーツについて聞いてみたいことを応募用紙
に書いて、中央図書館の応募箱に入れよう。各回10人
の質問にレノファの選手が答えてくれます。

さらに、応募してくれた全員の中から、抽選で10名にレ
ノファグッズがあたる。

詳しくは、ホームページをご確認ください。

レノクエ大募集
第３回締切迫る

蝉しぐれの降り注ぐ頃になりました。
まだまだ蒸し暑い夜が続きますが皆様いかがお過ごし

でしょうか。
「謎」か「恐怖」か読んでみるまではわからない背筋が

凍るような読書をしてみませんか。

今回の企画展示では、本格派推理小説、ホラー、日
常の謎…

ぞっとするような話から日常で遭遇しそうな話まで集め
てみました。　　　

どんな「不可思議な真実」が隠されているのか、恐怖
に打ち勝ちながらページを進めてみてください。

その話を最後まで読んだとき、きっとあなたは本当の恐
怖に対面するはず―――

ぜひ、本の中の探偵たちと一緒に謎を紐解いてはいか
がでしょうか。

作家たちが紡ぐ臨場感あふれるどこか奇妙な世界をご
堪能ください。

展示期間︓7月29日（金）～９月21日（水）

企画展示

8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

8月
NO.225
8月
NO.225

　

※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。
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15:00～15:20
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15:00～15:20

スタジオC
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8月1日
8月3日
8月6日
8月6日
8月7日
8月8日
8月10日
8月11日
8月13日
8月14日
8月15日
8月17日
8月20日
8月24日
8月27日
8月27日
8月28日
8月29日
8月31日

水滸伝　
ぴよぴよおはなし会
相続ってなに？はじめの第一歩
ふしぎ駄菓子屋銭天堂 お稲荷せんべい ほか
おはなし会
紙屋悦子の青春
ぴよぴよおはなし会
ひょうたんでマラカスをつくろう
よりぬきキテレツ大百貨 秋の大運動会りんりん丸で勝負あった
よりぬきキテレツ大百貨 思い出探検！ 15年前に恐竜がいた！？
ピノッキオの冒険 ピノッキオ誕生 ほか
ぴよぴよおはなし会
珪藻土パネルにお絵かきしよう
ぴよぴよおはなし会
げんきげんきノンタン はみがき しゅこしゅこ 他
おはなしパレット
うっかりペネロペ  楽しくて大忙し 編
我が道を往く
ぴよぴよおはなし会

８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、９月４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） 3日、17日、31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） 4日、18日 ③コース（金曜日） 5日、19日

⑪コース（金曜日） 12日、26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） 25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） 10日、24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） 12日、26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） 11日、25日

⑦コース（水曜日） 3日、17日、31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）5日、19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） 10日、24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。

〇仁保地域
　 ８月５日（金）10:00～11:00　場所:仁保つどいの広場
〇小鯖地域

　 ８月５日（金）13:30～14:30　場所:小鯖地域交流センター

監督：張紹林
出演：李雪健、唐国強

監督：黒木和雄　
出演：原田知世、永瀬正敏

監督：ルイジ・コメンチーニ　
出演：アンドレア・ブレスティ

監督：レオ・マッケリー　
出演：ビング・クロスビー

※無料・要申込

       　　　　受付終了

※原材料費500円・要申込


