
 

 

 

 

  

10月カレンダー 
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今 月 の 

  企 

  画 

 

10 月号 
2021 

※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） 

発行:山口市立阿東図書館 山口市阿東徳佐中 3425-1    

TEL:083-956-0785 E-mail：ato@lib-yama.jp URL: http://www.lib-yama.jp 

えほんの企画 

「秋あつめ。」 

一般の企画 

「ノーアート ノーライフ」 

その他の企画 

「色々本市」 

11月のお知らせ 
 

●休館のお知らせ● 

11/10(水)～11/16(火) 
 

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。 

 

 

DVD上映会 

     劇場版 ダーウィンが来た! 

     アフリカ新伝説 
 

●日時● 10/9(土) 10：00～11：30 
●場所●  阿東地域交流センター 大ホール 

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。 

先着 

20名 

除菌 BOX 設置しています 

 

2021読書週間標語 
 

「最後の頁を閉じた  

      違う私がいた」 

阿東図書館の出入口に、 

本の除菌 BOXを設置しています 
 

・1回 45秒かかります 

・本は広げずに、そのまま置いてください 

 
使用方法についてご不明な点がありましたら、

お気軽に図書館スタッフにお尋ねください。 

…休館日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

7 コース 

6 日・20 日(水)  

14：30～15：00 柚野分館（徳地） 

 

11 コース 

1 日・15 日・29 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 

8 日・22 日(金) 

10：10～10：40 柚野木小学校（徳地） 

12：50～13：20 さくら小学校 

13：30～14：00 鷹の巣公会堂 

14：30～15：00 阿東老人ホーム(生雲) 

 

10 コース 

14 日・28 日(木) 

13：10～13：30 阿東園 

14：00～14：30 嘉年分館 

 

 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、地域交流センター各分館の窓口でできます。 

10 

 
 
 

小説・エッセイ  一般 

児童 

絵本 

ティーンズ 

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。 

new books 
新着紹介                                

たまごの旅人     近藤 史恵 

硝子の塔の殺人    知念 実希人 

能面検事の奮迅 2   中山 七里 

巨鳥の影     長岡 弘樹 

ブランド          吉田 修一 

ねじねじ録     藤崎 彩織 

結 妹背山婦女庭訓波模様 2 大島 真寿美 

暮鐘 (東京湾臨海署安積班)   今野 敏 

九十八歳。戦いやまず日は暮れず 

          佐藤 愛子 

都会(まち)のトム&ソーヤ 18  

    はやみね かおる 

京都寺町三条のホームズ 17  

       望月 麻衣 

キャプテン 高校野球編  山田 明 

うちのネコ、ボクの目玉を      

食べちゃうの?  ケイトリン ドーティ 

 

わたしのなつかしい一冊 池澤 夏樹 

まるごとレモン ベストレシピ BOOK   

             河井 美歩 

ビストロ・パ・マルのレシピ帖       

-ドラマ「シェフは名探偵」公式レシピ・ブック- 

           小川 奈々 

はしもとみおの木彫り教室 はしもと みお 

岩合光昭み～んな元気ネコ 岩合 光昭 

農家が教えるゆずづくし 農山漁村文化協会 

きりえや偽本大全            

名作文学パロディの世界  高木 亮 

ムスコ物語      ヤマザキ マリ 

おばけのソッチぞびぞびどうぶつえん  

           角野 栄子 

おまつりのおばけずかん  斉藤 洋 

たまごの魔法屋トワ 3 宮下 恵茉 

はっけん!オオサンショウウオ 関 慎太郎 

ドラえもん科学ワールド         

未来をつくる生き物と技術 藤子 F 不二雄 

一年間だけ。 8      安芸 咲良 

スキ・キライ相関図 5 このはな さくら 

やりすぎ深海いきもの図鑑 今泉 忠明 

いただきまーす          accototo 

アニマルバスとくものうえ   こてら しほ 

ようかいむらのずんちゃかおんがくかい     

               たかい よしかず 

竜とそばかすの姫       細田 守∥原作 

めんぼうズ           かねこ まき 

いちにちだじゃれ       かわしま ななえ 

ふしぎなヒーローやさん   みやにし たつや 

かねこ まき 

 

夜になると うごきだす 
 
めんぼうたちが、いろいろな家から 

ぴょんこ ぴょんこ  

ぴょんこ ぴょんこ・・・・・・・・・ 

いったい どこへ？ 

めんぼうズ 


