
 

 

  

12月カレンダー 

日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31  5 

 

12/5(土) 10：00～11：00 ごろ 
新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては変更・中止に 

なる場合があります。ご了承ください。 

 

萩ジオパークを知っていますか 
萩ジオパークの特質を紹介する映像 

 

龍が通ったみち イラオ山の恵みにふれあう人々の活動 

～萩ジオパークに関する映像～ 
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※第 3 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） 

7 コース 

9 日・23 日(水)  

14：30～15：00 柚野分館（徳地） 

 

11 コース 

4 日・18 日(金) 

10：00～10：30 篠生分館 

11：00～11：30 生雲分館 

13：20～13：50 神角集落 

14：20～14：50 元粟屋医院駐車場 

 

8 コース 

11 日・25 日(金) 

10：10～10：40 柚野木小学校（徳地） 

12：40～13：10 さくら小学校 

13：20～13：40 阿東園 

13：50～14：10 鷹の巣公会堂 

14：30～15：00 阿東老人ホーム(生雲) 

 

10 コース 

3 日・17 日(木) 

14：00～14：30 嘉年分館 

 

12 
 
 

1月のお知らせ 

 

年末年始の休館のお知らせ 

12/28(月)～1/4(月) 
 

※12/27 17時～1/5 9時 30分までは 

返却ポストをご利用いただけません。 

あらかじめご了承ください。 

…休館日 

雑誌譲渡 12/5(土)～12/13(日) 
 

・お１人様１５冊まで(期間中１回のみ) 

・山口市にお住まいの方のみ対象  

・お名前と住所の分かるものが必要です 

新春！お年玉付録プレゼント 

1/5（火）～なくなり次第終了 
本を借りられた方に先着順で 

付録をプレゼント!! 

何があたるかはお楽しみに!! 

分館配送サービスについて 
 

予約本の受取及び本の返却が、地域交

流センター分館の窓口でできます。 

大野進二先生 DVD 上映会 開催！ 

上 
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新 着

紹 

介 小説・エッセイ 

えにし屋春秋      あさの あつこ 

推し、燃ゆ         宇佐見 りん 

我々は、みな孤独である    貴志 祐介 

あなたのご希望の条件は    瀧羽 麻子 

回想のすすめ -豊潤な記憶の海へ-  五木 寛之 

千駄木ねこ茶房の文豪ごはん   山本 風碧 

そのへんをどのように受け止めてらっしゃるか  

             能町 みね子 

猫弁と星の王子        大山 淳子 

同姓同名           下村 敦史 

一般 

老いて、自由になる。    平井 正修 

もろくて、不確かな、「素の自分」の扱い方  

               細川 貂々 

やっぱり、このゴミは収集できません     

              滝沢 秀一 

塩糖水漬けレシピ        上田 淳子 

本と体          高山 なおみ 

北欧で見つけた気持ちが軽くなる暮らし 桑原 さやか 

堤人美の旬を漬ける保存食     堤 人美 

焚き火の本           猪野 正哉 

ティーンズ 

ベランダの秘密基地 -しゃべる猫と、家族のカタチ- 

              木村 色吹 

異世界賢者の転生無双 6    進行諸島 

児童 

ホオズキくんのオバケ事件簿 3  富安 陽子 

おばけのうんどうかい    むらい かよ 

宇宙の神秘 -時を超える宇宙船-  ルーシー ホーキング 

脳のなかのびっくり事典     こざき ゆう 

カタカナ英語キャラクター図鑑            

 -オニオンはアニャンと発音!-  いとう みつる 

恋する図書室 4        五十嵐 美怜 

図書館 B2捜査団 2       辻堂 ゆめ 

宇宙人がいた      やまだ ともこ 

もっとよのなかルールブック        

 -メシが食える大人になる!-   高濱 正伸 

もっとずるいいきもの図鑑   今泉 忠明 

えほん 

イタイイタイトンデケ     accototo 

おとうふ 2ちょう     たけがみ たえ 

ねこのニャンルー        どい かや 

ほくほくおいもまつり  なかた ひろえ 

ねこはるすばん       町田 尚子 

月のふしぎ       いしがき わたる 

にんじゃいぬタロー       渡辺 陽子 

ココで紹介している あたらしい本は一部です 

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 新 着

紹 

介 

 

 

「コロナ禍のゴミ清掃員」も掲載 

むき出しのマスク、燃える清掃車、倍増するゴミ…… 

緊急事態宣言下で何が起こったのか 

 
 

テレビ・ラジオで話題沸騰のゴミ清掃芸人 

 

やっぱり、 
このゴミは 

収集できません 
 

滝沢 秀一∥著 

２ちょうのはずが １３ちょう？ 
ちいさな うそと 

おおきな かんちがいが ひきおこす 

前代
ぜ ん だ い

未聞
み も ん

の とうふ事件
じ け ん

！ 

 

おとうふ 2 ちょう 
くろだ かおる・さく たけがみ たえ・え 


