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※第 4 木曜日は図書整理日の為休館です 

開館時間：平日（10：00～18：00）土日（9：00～17：00） 

…休館日 

16 日・30 日(水)  

※10 月 2 日(水)は運行がありません 

14：40～15：10 柚野分館（徳地） 

18 日(金) 

※10 月 4 日(金)は運行がありません 

10：00～10：30 篠生分館 

11：00～11：30 生雲分館 

13：40～14：00 阿東園 

14：10～14：40 元粟屋医院駐車場 

15：00～15：30 ほほえみの郷トイトイ 

 

11 日・25 日(金) 

10：10～10：40 柚野木小学校（徳地） 

12：40～13：20 さくら小学校 

13：30～14：00 鷹の巣公会堂 

14：20～15：00 阿東老人ホーム(生雲) 

17 日・31 日(木) 

※10 月 3 日(木)は運行がありません 

14：00～14：30 嘉年分館 
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11月のお知らせ 

 

臨時休館日のお知らせ 

 

 

休館のお知らせ 

11/11(月)～11/18(月) 

蔵書点検にともない、 

上記の間、阿東図書館は休館

いたします。 

 

※休館時の本の返却は返却 

ポストへお願いします。 

※ＣＤ・ＤＶＤ・大型絵本等は 

開館時にカウンターへ返却 

をお願いします。 

図書館のシステム更新にともない、下記の期間全館休館いたし

ます。 

9月 30日（月）～10月 7日（月） 

Ｗｅｂからの蔵書検索・予約・延長もできなくなります。 

本の返却は「返却ポスト」をご利用ください。ＣＤ・ＤＶＤは 

開館時にカウンターへ返却をお願いします。 

Ｄ Ｖ Ｄ 映 会 上 

こ  う  さ  く 教室 

「トムとジェリー 星空の音楽会」 

押し葉・押し花のしおりづくり 

ＤＶＤ上映会終了後 11：00 ごろ～ 

10:00～ 10 

月 

12 

日 

(土） 
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小説・エッセイ 

未来を、11秒だけ    青柳 碧人 

クジラアタマの王様   伊坂 幸太郎 

愛してるって言えなくたって 五十嵐 貴久 

極限の婚約者たち    新堂 冬樹 

我らが少女 A        高村 薫 

ランチ酒 おかわり日和   原田 ひ香 

てんげんつう (「しゃばけ」シリーズ 18) 畠中 恵 

夏の騎士       百田 尚樹 

これは経費で落ちません! 6   青木 祐子 

旅仕舞 (新・酔いどれ小籐次  14)  佐伯 泰英 

火付けの槍 (口入屋用心棒 45)   鈴木 英治 

小説天気の子        新海 誠 

あの日の親子丼(食堂のおばちゃん 6) 山口 恵以子 

一般 

ちょっとマニアックな図書館コレクション談義 またまた   

      内野 安彦∥編著大林 正智∥編著 

まなの本棚          芦田 愛菜 

移民と AIは日本を変えるか   翁 邦雄 

女に生まれてモヤってる!     ジェーン スー 

これからの暮らし計画             

 -今を満たして、明日に備える工夫-  柳沢 小実 

ハンドメイドアクセサリーの本        

寄りそう猫 -しあわせは猫の隣り心温まる 17 の実話- 

           佐竹 茉莉子 

お菓子の箱だけで作る空箱工作    はるきる 

まあまあふうふう。      八千草 薫 

俺たちはどう生きるか    大竹 まこと 

ティーンズ 

催眠ガール        大嶋 信頼 

天を掃け        黒川 裕子 

京都寺町三条のホームズ 12    望月 麻衣 

児童 

100年ハチミツのあべこべ魔法 あんびる やすこ 

はりねずみのルーチカ [8]    かんの ゆうこ 

セミクジラのぬけがら     如月 かずさ 

野うさぎレストランへようこそ 小手鞠 るい 

なぞとき対決!名探偵コナン   青山 剛昌∥原作 

すみっこ★読書クラブ 事件ダイアリー 1    

  友だち 0人からの交換日記!?    にかいどう 青 

十年屋 3  時にはお断りもいたします  廣嶋 玲子 

学校で学べないお金のこと            

泣けるいきもの図鑑 イヌ・ネコ編  今泉 忠明∥監修 

発明対決 15     ゴムドリ co.∥文洪 鐘賢∥絵 

 

えほん 

おろろんおろろん    石黒 亜矢子 

ようかいむらのじごくえんそく  たかい よしかず 

焼けあとのちかい    塚本 やすし 

でんしゃにんじゃ    藤本 ともひこ 

おかあさんありがとう みやにし たつや 

ギョギョギョつり     矢野 アケミ 

新着紹介 

NEW CD 

ココで紹介している資料は一部です 

最新版は山口市立図書館のホームページでご覧いただけます 

瞬間的シックスセンス あいみょん∥歌 

 

マジック  back number∥演奏 

 

 

Singer 3     島津 亜矢∥歌 

 

 
阿東図書館にあたらしく入ったＣＤです。ご予約は図書館窓口

まで(Ｗeb予約不可)。また、ＣＤの受取・返却は、所蔵館

(阿東図書館)のカウンターにてお願い致します。 

NEW COMIC 
 

オチビサン 9巻  安野 モヨコ 

ましろのおと 23  羅川 真里茂 

聖☆おにいさん 17   中村 光 

 


