
10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

 「天下大乱」
　伊東　潤　著　　朝日新聞出版　　 
「AI新世」
　小林　亮太　著　　文藝春秋 
「緑茶耽美」
　ソ　ウミン　著　　クオン 

「リバー」
　奥田　英朗　著　　集英社　　 
「60分でわかる︕インボイス＆消費税超入門」
　土屋　裕昭　著　　技術評論社　　 
「 山口古民家カフェ＆レストラン」２
　　　　　　　　　　 　　ザメディアビジョン

「奇跡を蒔くひと」
　五十嵐　貴久　著　　光文社
「あなたのまわりの『高齢さん』の本」
　佐藤　眞一　著　　主婦と生活社 
「このやさしき大地」
　ウィリアム・ケント・クルーガ　著　　早川書房

第19回 山口市立中央図書館まつり
日時︓11月13日（日）10:00～
場所︓山口情報芸術センター（YCAM）・
　　　　 中央図書館・中央公園

1 ブックリサイクル(古本市)
[場所] YCAM１階 スタジオA　ロビー
[時間] 10：00～14：00（整理券による先着順)
[内容] 市民のみなさんに持ち寄っていただいた本を１人10冊までお持ち帰りいただけます。
※当日9:30からYCAM駐車場側入口にて整理券を配布します。
※予定枚数に達し次第、配布を終了いたします。

[場所] YCAM 第１駐車場奥　（雨天時はぶっくん車庫）
[時間] 13：30～15：30
[内容] 運転席にもすわれるよ！

5 おはなしひろば
[場所]  図書館内 おはなしのへや
[時間] 11：00～/13:00～/15:00～
[内容] 11時と13時のおはなしかいのあとには、しおりづくりや豆本づくりもあるよ！

2 点字で名刺づくり
[場所] YCAM１階 ワークスペース前
[時間] 10：00～14：30
[内容] 点字の名刺を作ってみよう。

4 ぶっくんにのってみよう

[場所] 図書館内 朗読サービス室
[時間] 11：30～13：30
[内容] 図書館ボランティア「愛メイト」の朗読サービスを体験しよう。

朗読サービス体験3

[場所] YCAM２階 スタジオＣ 
[時間] 10:30～12:00
[定員] 読み手：15名、観覧：30名(読み手は要申込）
[内容] 好きな作品を持ち寄って朗読しよう！

6 感動を声に！第3回朗読マラソン！

7 こどもスタンプラリー
[場所] YCAM１階 インフォメーションスペース
[時間] 11：30～15：00（先着100人）
[内容] ３つ以上スタンプを集めて、プレゼントをもらおう！

8 めざせ☆図書館マスター
[場所] YCAM１階 インフォメーションスペース
[時間] 10：00～15：30（15:00受付終了）
[内容] クイズに答えて、図書館の知識を身につけよう！

[場所] YCAM２階 スタジオＣ 〈定員100人〉
[時間] 14：00 ～ 15：30
[内容] 2人の小学生と彼らに慕われる図書室司書の女性が不

器用に生きる姿を描いた、ハートウォーミングドラマ。

[場所] YCAM１階 スタジオD
[時間] 14：00～15：00
[定員] 10名(当日受付)
[内容] 本を持ち寄って気軽におしゃべりしませんか。
            あなたのオススメのマンガを教えてください。

9 わたしの1さつ ～いちおしマンガを語り合おう～

上映会「君がいる、いた、そんな時。」10

[場所] 中央公園　ウッドデッキ
　　　（雨天時は図書館内児童コーナー）
[時間] 10:00～/11:30～
[定員] 各回10名(要申込　※小学生以下のお子様対象)
[内容] SDGsを学びながら、電力を使ってプラバンをつく

ろう！

電気自動車でつくる！本のしおりプラバンづくり11

[場所] 中央公園
　　　（雨天時はインフォメーションスペース）　
[時間] 10:00～14:00
[内容] ①とく選文庫が厳選した本をお届けします。（販売あり）
　　　②本にかくれた文字を集めて、プレゼントをもらおう！ 

(先着30名様）

出張！とく選文庫＆文字あつめdeプレゼント！12

11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。

11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月は図書館まつりで実施 　

○おはなし会　対象︓5,6歳から小学校中学年
　 ※次回は、12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） 9日、23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） 10日、24日 ③コース（金曜日） 11日、25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） 2日、16日、30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） 4日、18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） 3日、17日

⑦コース（水曜日） 9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）11日、25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） 2日、16日、30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） 4日、18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

〇大内地域

　 11月10日（木）10:00～12:00
　　　　　　　　　　　　  14:00～16:00　場所:大内地域交流センター

〇全地区

　 11月19日（土）10:00～12:00
　　　　　　　　　　　　  13:00～16:00　場所:中央図書館

　 11月20日（日）10:00～12:00
　　　　　　　　　　　　  13:00～16:00　場所:中央図書館

・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。

月　日　 　曜日　　 時     間　　　　　             　　　　 行　事　内　容                            　　    場　所

水
木
土
日
月
水
土
日
日
月
水
月
水
土
日
月
水

15:00～15:20
15:00～15:30
11:00～11:35
11:00～11:25
14:00～15:05
15:00～15:20
11:00～11:25
10:00～16:00
14:00～15:30
14:00～15:50
15:00～15:20
14:00～16:35
15:00～15:20
11:00～11:40
11:00～11:20
14:00～15:30
15:00～15:20

おはなしのへや
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
スタジオC
中央図書館、YCAM、中央公園
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
スタジオC
おはなしのへや

11月2日
11月3日
11月5日
11月6日
11月7日
11月9日
11月12日
11月13日
11月13日
11月14日
11月16日
11月21日
11月23日
11月26日
11月27日
11月28日
11月30日

ぴよぴよおはなし会
おはなしひろば
げんきげんきノンタン コロコロことば いえるかな？ ほか
よりぬきキテレツ大百科 世紀の名犬！ のら犬ベンからの贈り物
水滸伝　鷲鴦楼に濺ぐ ほか
ぴよぴよおはなし会
よりぬきキテレツ大百科 指名手配！ 恋の落書きボンネットバス
第19回山口市立中央図書館まつり
図書館まつり上映会 「君がいる、いた、そんな時」
アンナ・カレーニナ
ぴよぴよおはなし会
ハムレット
ぴよぴよおはなし会
おしりたんてい  ププッ はりこみのよる ほか
おしりたんてい  ププッ かばんをとりもどせ ほか
ロイドの牛乳屋
ぴよぴよおはなし会

 

監督：張紹林
出演：李雪健、丁海峰

監督：迫田公介
出演：マサマヨール忠、坂本いろは

監督：ローレンス・オリヴィエ
出演：ローレンス・オリヴィエ

監督：レオ・マッケリー
出演：ハロルド・ロイド

監督：バーナード・ローズ
出演：ソフィー・マルソー 


