
１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

「江戸一新」
　門井　慶喜　著　　中央公論新社
「犬を盗む」
　佐藤　青南　著　　実業之日本社
「独学の教室」
　読書猿　著　　集英社インターナショナル
「戯れる江戸の文字絵」
　楊　暁捷　著　　マール社

「兜町の男」
　黒木　亮　著　　毎日新聞出版
「地図とデータで見るSDGsの世界ハンドブック」
　イヴェット　ヴェレ　著　　原書房
「緩和ケア医 がんを生きる31の奇跡」
　大橋　洋平　著　　双葉社
「孤独の俳句」
　金子　兜太　著　　小学館

「戦国十二刻」
　木下　昌輝　著　　光文社
「図解まるわかり 要件定義のきほん」
　西村　泰洋　著　　翔泳社
「ビギナーさんでも大丈夫! 手作りの通園通学グッズ」
　ブティック社　　
「三体0」
　劉　慈欣　著　　早川書房

市立中央図書館
「蔵書点検」による
　　　　　休館のおしらせ

ティーンズ企画展示
「科学道100冊」202２

市立中央図書館は、下記の期間中「蔵書点
検」のため休館いたします。
貸し出しはできませんが、本・雑誌の返却にか
ぎりブックポストのご利用ができます。
CD・DVDなどの視聴覚資料は破損の恐れが
ありますので、開館後直接カウンターへお返しく
ださい。
ご利用の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、
ご理解ご協力をお願いいたします。
◆期 間︓２月28日(火)～３月9日(木)

＊旧山口地域の地域交流センターへの配
送も中止いたします。

＊移動図書館(ぶっくん)は通常どおり運行
します。

※資料の返却はブックポストをご利用ください。
　(視聴覚資料は開館中にカウンターまで)

中学生・高校生のみなさんに、本を通じて科学
者の生き方・考え方や科学の面白さ、素晴らしさ
を伝えるための企画「科学道100冊」。今年も、
理化学研究所の研究者と編集工学研究所の
選定による100冊がリストアップされました。
今年のテーマは、「情報の世紀」、「光を追いかけ
て」、「科学史タイムトラベル」、「科学道クラシック
ス」の４つ。

未知に挑戦しながら未来を切り開いてゆく科学
者の姿勢や考え方に触れることで、これからの生
き方や、進路のヒントが見つかるかもしれません。
ぜひ手に取って、お気に入りの本を探していただ
ければと思います。

◆期 間︓１月20日(金)～２月27日(月)

2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。

ぴよぴよおはなし会
ふしぎ駄菓子屋銭天堂 ハンターバターサンド ほか
おはなし会
ふしぎ駄菓子屋銭天堂 餓鬼ニッキ ほか
RASHOMON
ぴよぴよおはなし会
偉大なるアンバーソン家の人々
ぴよぴよおはなし会
母をたずねて三千里 前編
母をたずねて三千里 後編
静かなる対決
ぴよぴよおはなし会
おはなしパレット
よりぬきキテレツ大百科 雪国でミステリー
げんきげんきノンタン だいすきABC ほか
伊豆の踊子

2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
　 ※3月の「おはなし会」はありません。

  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） 1日、15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） 2日、16日 ③コース（金曜日） 3日、17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） 8日、22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） 10日、24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） 9日、23日

⑦コース（水曜日） 1日、15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）3日、17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） 8日、22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） 10日、24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

演出：野村萬斎、監督：花本彰
出演：芝山千作

監督：オーソン・ウェルズ
出演：ジョセフ・コットン、ティム・ホルト

監督：エドヴィン・Ｌ・マリン
出演：ランドルフ・スコット、アン・ヴォザーク

監督：西河克己
出演：山口百恵、三浦友和

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

水
土
日
日
月
水
月
水
土
日
月
水
土
土
日
月

15:00～15:20
11:00～11:25
10:30～10:50
11:00～11:25
14:00～15:50
15:00～15:20
14:00～15:30
15:00～15:20
11:00～11:45
11:00～11:45
14:00～15:30
15:00～15:20
15:00～15:30
11:00～11:25
11:00～11:30
14:00～15:25

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
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
スタジオC
スタジオC
スタジオC

2月1日
2月4日
2月5日
2月5日
2月6日
2月8日
2月13日
2月15日
2月18日
2月19日
2月20日
2月22日
2月25日
2月25日
2月26日
2月27日

 
〇大内地域
　 ２月  2日（木）10:00～12:00
　　　　　　　　　　　   14:00～16:00　場所:大内地域交流センター

〇平川地域
　 ２月  9日（木）10:00～12:00
　　　　　　　　　　　　 14:00～16:00　場所:平川地域交流センター
〇湯田地域
　 ２月13日（月）14:00～15:30　場所:山口市保健センター


