
８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

「腹を割ったら血が出るだけさ」
　住野　よる　著　　双葉社
「坂井孝一が教える鎌倉時代のリアル」
　　　　　　　　　　　　エヌディエヌコーポレーション
「介護読本」
　女性セブン編集部　編　　小学館　　
「あした何着よう」
　林　真理子　著　　マガジンハウス

「その本は」
　又吉　直樹　著　　ポプラ社
「BATNA」
　齋藤　孝　著　　プレジデント社
「がんと向き合うために大切なこと」
　加藤　隆佑　著　　緑書房
「詩集『山羊の歌』より」
　中原　中也　著　　立東舎

「おいしいごはんが食べられますように」
　高瀬　隼子　著　　講談社
「人はなぜ戦争を選ぶのか」
　トゥキュディデス　著　　文響社
「いざというときのための応急手当ミニハンドブック」
　加藤　啓一　著　　少年写真新聞社
「キリンの首」
　ユーディット シャランスキー　著　　河出書房新社

期間︓10 月８日 (土)～11月18日 (金)
会場︓山口市、宇部市、萩市、防府市、美祢市、山陽

小野田市、津和野町の各市町立図書館
内容︓期間中、各図書館で、各市町の歴史や文化を学 
        べるイベントを実施します。
　　  ４か所以上の参加館をまわると、景品が当たるスタ 
      ンプラリーを同時開催します。
　　  詳しくは、各図書館にお問い合わせください。

山口市立中央図書館でのイベント
○歴史講演会「中野梧一　～幕臣から初代山口県令へ～」

日時　10月15日(土)13︓30～15︓00
会場　山口情報芸術センター　スタジオA
講師　松前了嗣 氏
定員　300名（先着順）
申込　９月15日(木) 10時から電話で受付
         (中央図書館 083-901-1040)。
        先着順に入場券を送付します。

○ワークショップ「とかして、流して、古代のお金づくり」
内容　金属を溶かして、史跡周防鋳銭司跡から発見され

た昔のお金「長年大宝」(レプリカ)をつくります。
日時　10月29日 (土) ①13︓30～14︓15
　　　　②14︓30～15︓15　③15︓30～16︓15
会場　山口市立中央図書館　共同利用スペース
講師　文化財保護課職員
定員　小学４年生以上 各回７名(先着順)
申込　９月15日 (木) 10時から電話で受付

　　　　　　　　　　　　　 (中央図書館 083-901-1040)

「図書館で学ぶ ナナシマチの歴史」
レノファ山口FC選手の
好きなシーン・似顔絵大募集！

　レノファ山口FCの選手をテーマとした好きなシーンや似顔絵
を募集します。選手の笑顔、シュートシーン、キャッチングシー
ン等どんな絵でもかまいません。
　応募いただいた中から、描かれた選手自らがお気に入りを
１枚選びます。選手が絵と一緒に撮った写真と、選手本人の
直筆サインを絵に入れてもらい、応募者にお返しします。
　さらに、Wチャンス︕︕応募者全員の中から抽選で10名に
レノファグッズが当たります。

応募期限︓令和４年10月２日 (日)必着
応募できる人︓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
※利用カードは、山口市立図書館（中央、小郡、秋穂、阿

知須、徳地、阿東、ぶっくん）でつくれます。
応募方法︓図書館にあるチラシの裏面または図書館のホーム

ページから応募用紙をダウンロードし、好きなレノファ選手の似
顔絵や好きなシーンを描いて、山口市立中央図書館内のレノ
ファ山口応援コーナーにある応募箱に入れてください。

※作品は１人１点に限ります。
※描く道具は、絵の具、色鉛筆、クレヨン等何でも
　 OKです。
※ご応募いただいた作品は、館内に掲示させて
　 いただきます。利用カード番号は掲示しません。
※賞品引換券の発送をもって、当選発表に
　 かえさせていただきます。

9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

9月
NO.226
9月
NO.226

　

※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

土
日
日
月
水
土
月
水
土
日
日
水
土
土
日
月
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11:00～11:30
10:30～10:50
11:00～11:40
14:00～15:00
15:00～15:20
11:00～11:30
14:00～15:55
15:00～15:20
11:00～11:25
11:00～11:40
14:00～15:30
15:00～15:20
11:00～11:35
15:00～15:30
11:00～11:25
14:00～15:30
15:00～15:20

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
おはなしのへや
スタジオC
スタジオC
交流スぺース
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

9月3日
9月4日
9月4日
9月5日
9月7日
9月10日
9月12日
9月14日
9月17日
9月18日
9月18日
9月21日
9月24日
9月24日
9月25日
9月26日
9月28日

ふしぎ駄菓子屋銭天堂 銭天堂と金色の招き猫 ほか
おはなし会
ふしぎ駄菓子屋銭天堂 イケ面 他
水滸伝 景陽岡に虎を打つ 他
ぴよぴよおはなし会
ふしぎ駄菓子屋銭天堂  ビッグリもなか 他
ピノッキオの冒険　金貨とキツネとネコ 他
ぴよぴよおはなし会
よりぬきキテレツ大百科 キテレツ異変！ 年上美人にモッテモテ
おしりたんてい  ププッ ラッキーキャットはだれのてに！
Cafeはなめ「はじめてのテラリウム ワークショップ」
ぴよぴよおはなし会
おしりたんてい  ププッ おもいでのまねきねこ
おはなしパレット
ふるさと再生 日本の昔ばなし 笠地蔵　他
間諜最後の日
ぴよぴよおはなし会

９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、10 月２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） 14日、28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） 1日、15日、29日 ③コース（金曜日） 2日、16日、30日

⑪コース（金曜日） 9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） 8日、22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） 7日、21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） 9日、23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） 8日、22日

⑦コース（水曜日） 14日、28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）2日、16日、30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） 7日、21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

〇宮野地域
　 9月2日　　（金）10:00～12:00
　　　　　　　　　　　　  14:00～16:00　場所:宮野地域交流センター
〇大殿・白石地域
　 9月5日　　（月）14:00～15:30　場所:山口市保健センター
〇吉敷地域
　 9月26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：張紹林
出演：李雪健、丁海峰

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：アルフレッド・ヒッチコック　
出演：ジョン・ギールガット


