
11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

「まず牛を球とします。」
　柞刈　湯葉　著　　河出書房新書
「老人ホテル」
　原田　ひ香　著　　光文社
「世にも美しい変形菌」
　高野　丈　著　　文一総合出版
「コロナ日本黒書」
　上　昌広　著　　五月書房新社

「機械仕掛けの太陽」
　知念　実希人　著　　文藝春秋
「世界インフレの謎」
　渡辺　努　著　　講談社
「さつまいものお菓子」
　若山　曜子　著　家の光協会
「フローリングのお手入れ法」
　ウィル・ワイルズ　著　　東京創元社

「老害の人」
　内館　牧子　著　　講談社　
「全国『源平』御朱印ガイド」
　「源平」御朱印ガイド編集室　著　　メイツﾕﾆﾊﾞｰｻﾙコンテンツ
「エリザベス女王」
　　　　　日経ナショナルジオグラフィックス　
「モノガタリは終わらない」
　モノガタリプロジェクト　編　　集英社

年末年始の休館と

　ブックポストの利用休止

　年末年始の休館に伴い、各ブックポストを利用して返却すること
ができなくなります。ご了承ください。
休館日
　中央図書館
　　12月29日（木）～ 1月3日（火）
ブックポスト利用休止期間
　中央図書館
　　12月28日（水）17時 ～ 1月4日（水）8時30分
　山口地域の各地域交流センター
　　12月28日（水）17時 ～ 1月4日（水）9時00分

年末年始休館前の

　貸出冊数の変更について

年末年始の休館のため、貸出期間が長くなるのに合わせ、
今年も本・雑誌の貸出冊数を通常より2倍に増やします。
気になる本や一気に読みたいシリーズ本など、ぜひご利用ください。
【貸出冊数上限変更期間】

中央図書館・小郡図書館　12月16日（金）～12月28日（水）
その他の地域館　12月16日（金）～12月28日（水）

【冊数】
本　10冊 → 20冊　　　雑誌　5冊 → 10冊
※CDやDVDなどの視聴覚資料は変更なし

【実施館】
山口市立図書館 全６館
（移動図書館での貸出点数の変更はありません）    

企画展示

　　　「第74回 人権週間」

世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたものであ
り、初めて人権保障の目標や基準を国際的にうたった画期的なも
のです。

日本では「人権デー」と定められた12月10日を最終日とする1
週間を「人権週間」とし、全国的に啓発活動を展開して、広く国
民に人権尊重思想の普及を呼びかけています。

いじめや児童虐待、インターネット上の人権侵害、感染症や障
害等を理由とする偏見や差別、ハンセン病問題、拉致問題など
様々な人権問題が存在しています。

この週間をきっかけに一人ひとりが人権問題について考え、でき
ることから取り組んでみませんか。

展示期間︓11月25日（金）～ 12月10日（土）

こども企画展示

　　　　　「クリスマス」

今年もクリスマスが近づいてきました。子どもコーナーの企画展示
は、楽しいクリスマスの本がいっぱいです。

絵本や物語でこの季節を感じてください。

展示期間︓11月25日（金）～ 12月25日（日）

12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３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。

おはなし会
こみねゆら さん　ワークショップ
水滸伝　江州に流刑に処せられる ほか
ぴよぴよおはなし会
ペリーヌ物語 前編
ペリーヌ物語 後編
市民ケーン
ぴよぴよおはなし会
うっかりペネロペ ペネロペ、かずをかぞえる 編
ころわんのおはなし クリスマスのころわん　ほか 
未完成交響曲
ぴよぴよおはなし会
おはなしパレット、トランスパレントスターをつくろう！
ライブラリーコンサート
下宿人
ぴよぴよおはなし会

12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　 　

○おはなし会　対象︓5,6歳から小学校中学年
　 ※次回は、1月8日（日）「おはなし会」をします。

  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） 7日、21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） 8日、22日 ③コース（金曜日） 9日、23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） 14日、28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） 2日、16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） 1日、15日

⑦コース（水曜日） 7日、21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）9日、23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） 14日、28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） 2日、16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

監督：オーソン・ウェルズ
出演：オーソン・ウェルズ、ジョセフ・コットン

監督：ヴィリ・フォルスト
出演：ハンス・ヤーライ、マルタ・エッゲルト

監督：アルフレッド・ヒッチコック
出演：アイヴァ・ノヴェロ、ジューン

監督：張紹林
出演：丁海峰、徳力格爾

移動図書館「ぶっくん」の運行

・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

日
日
月
水
土
日
月
水
土
日
月
水
土
日
月
水

10:30～10:50
①13:00~②15:00
14:00～15:30
15:00～15:20
11:00～11:45
11:00～11:45
14:00～16:00
15:00～15:20
11:00～11:30
11:00～11:25
14:00～15:30
15:00～15:20
15:00～15:30
17:10～18:10
14:00～15:20
15:00～15:20

おはなしのへや
交流スペース
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
スタジオC
スタジオC
スタジオC
おはなしのへや
おはなしのへや
交流スペース
スタジオC
おはなしのへや

12月4日
12月4日
12月5日
12月7日
12月10日
12月11日
12月12日
12月14日
12月17日
12月18日
12月19日
12月21日
12月24日
12月25日
12月26日
12月28日

 〇小鯖地域
　 12月2日（金）13:30～14:30　場所:小鯖地域交流センター
〇仁保地域
　 12月9日（金）10:00～11:00　場所:仁保つどいの広場


