
９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

 月の三相」
　石沢　麻依　著　　講談社　　 
「流れる星をつかまえに」
　吉川　トリコ　著　　ポプラ社 
「医学をめぐる漢字の不思議」
　西嶋　佑太郎　著　　大修館書店 
「らくご植物園」
　相羽　秋夫　著　　東方出版

「競争の番人」
　新川　帆立　著　　講談社　　 
「『ヤングケアラー』とは誰か」
　村上　靖彦　著　　朝日新聞出版　　 
「 心を伝える実用書道」
　中室　舟水　著　　日貿出版社 　
「フォレスト・ダーク」
　ニコール・クラウス　著　　白水社

「特等席とトマトと満月と」
　紺野　ぶるま　著　　幻冬舎
「論争関ヶ原合戦」
　笠谷　和比古　著　　新潮社 
「炊き込みごはん」
　荒木　典子　著　　成美堂出版
「難読漢字選び辞典」
　　　　　　　　　　　   学研プラス　　 

展示期間︓9月23日 (金)　～ 10月26日 (水)

受付期間︓10月7日 (金)　～ 11月7日 (月)展示期間︓9月23日 (金)　～ 11月23日 (水)

食べものがおいしい秋の季節がやってきました。秋の食べも
のと言ったら、皆さんは何を思い浮かべますか︖さつまいもやか
ぼちゃなどの野菜、柿やりんごなどのくだもの、まつたけやさんま
などもこれから旬の時期を迎えます。図書館の本で、おいしい
秋の食べものを探してみてください。

11月13日 (日) の中央図書館まつりで行うブックリサイクル
で活用する古本を募集します。ご家庭で読まなくなった本を
提供いただける方は、中央図書館または山口地域の各地域
交流センターまでお持ちください。集まった本は中央図書館ま
つりで1人10冊までお持ち帰りいただくことができます。

こども企画展示

「ぱくぱく　もぐもぐ」

1872年に 新橋 ～ 横浜間に開業した日本の鉄道は
10月14日に150周年を迎えます。首都の東京を中心に
全国へ鉄路を広げ、開業・発展を続けている「鉄道」につ
いて歴史を振り返ってみませんか。

日本各地の鉄道に関連する小説や紀行を中心にそれ
ぞれの時代で活躍した車両の顔が並んだ図鑑や、海外の
鉄道に関する本を集めてみました。

本を見ながら線路で繋がる全国各地の旅行の計画を
立てたり、小説に登場する情景を思い浮かべると普段通
勤や通学で利用する路線も違って見えてくるかもしれませ
んね。

また来年全線開通 100 周年を迎える山口線について
いくつか資料を取り上げてみました。地元に愛されるこれか
らの地域交通の未来を考える機会にしてみてはいかがで
しょうか。

企画展示

線路上より愛を込めて
ご家庭で読まなくなった本を　　　

ご提供ください

10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

　

※図書整理日 第４木曜日は休館
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 ～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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水
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水
土
土
土
日
月
水
土
土
日
月
水
土
土
月
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11:00　～　11:30
10:30　～　10:50
11:00　～　11:40
14:00　～　15:05
15:00　～　15:20
11:00　～　11:25
11:00　～　11:25

①11:00～②13:00～③15:00～
15:00　～　15:20
10:30　～　12:00
11:00　～　11:20
13:30　～　15:00
11:00　～　11:40
14:00　～　15:55
15:00　～　15:20
11:00　～　11:40
15:00　～　15:30
11:00　～　11:35
14:00　～　16:15
15:00　～　15:20

①13:30～②14:30～③15:30～
11:00　～　11:25
①13:30②14:10③14:50④15:30
14:00　～　16:00

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
交流スペース
おはなしのへや
共同利用スぺース
スタジオC
スタジオA
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
スタジオC
おはなしのへや
共同利用スぺース
スタジオＣ
交流スペース
スタジオＣ

10月1日
10月2日
10月2日
10月3日
10月5日
10月8日
10月9日
10月10日
10月12日
10月15日
10月15日
10月15日
10月16日
10月17日
10月19日
10月22日
10月22日
10月23日
10月24日
10月26日
10月29日
10月29日
10月31日
10月31日

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　　　ラプンツェル・プレッツェル ほか
おはなし会
ふしぎ駄菓子屋銭天堂　　  子守コウモリ ほか
水滸伝　武大奸を押さえる  
ぴよぴよおはなし会
ふるさと再生 日本の昔ばなし　　笠地蔵 ほか
ふるさと再生 日本の昔ばなし　　あとかくし ほか
親子で簡単！前髪ちょっきん講座
ぴよぴよおはなし会
ハーフリースをつくろう
おしりたんてい　　　　　　ププッ みみとがりときょうふのやかた
歴史講座「中野梧一～幕臣から初代山口県令へ～」
おしりたんてい　　　　　　ププッ きえたおべんとうのなぞ！
ピノッキオの冒険　おもちゃの国 他
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
うっかりペネロペ　　　　　 家族といっしょ編
オペラ上映会　歌劇「トロヴァトーレ」
ぴよぴよおはなし会
ワークショップ「とかして、流して、古代のお金づくり」
よりぬきキテレツ大百科　　　　ブタゴリラもウルウル！黒板の中のママ
顔まわり印象プロデュース講座
黄昏

10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 　11月はありません

○おはなし会　対象︓5,6歳から小学校中学年
　 ※次回は、11月3日（木・祝）「おはなしひろば」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） 12日、26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 　
14：00～14：30　鋳銭司地域交流センター　　　
15：10～15：50   吉敷地域交流センター

②コース（木曜日） 13日、27日 ③コース（金曜日） 14日、28日

 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） 5日、19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） 7日、21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） 6日、20日

⑦コース（水曜日） 12日、26日

10：10～10：30　嘉年分館
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）14日、28日

10：10～10：30　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） 5日、19日

10：40～11：00　串分館
11：10～11：40　島地分館
13：00～13：20　あさぎりの館
13：40～14：00　伊賀地ふれあいの館
14：10～14：30　小古祖ふれあい会館

⑩コース（金曜日） 7日、21日

10：00～10：30　篠生分館
10：50～11：10　生雲分館
12：40～13：00　地福分館
13：15～13：30　阿東園

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

〇平川地域
　 10月20日（木）10:00～12:00
　　　　　　　　　　　　　14:00～16:00　場所:平川地域交流センター

監督：張紹林
出演：李雪健、丁海峰

・これまで2週間に一度、木曜日にも運行していましたが、
10月からは水曜日と金曜日のみの運行となります。
　それに伴い、運行する曜日および時間が、変更となる
ステーション（停車場所）があります。
　ご理解とご協力をお願いいたします。

※参加無料・要申込

※参加料800円・要申込

※参加無料・要申込

※参加無料・要申込

※参加無料・要申込

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：ウィリアム・マイラー　
出演：ジェニファー・ジョーンズ

作曲：ジョゼッペ・ヴェルディ　
出演：エヴァ・マルトン


