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…休館日 

※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） 
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阿東図書館だより 

発行:山口市立阿東図書館 山口市阿東徳佐中 3425-1    
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12月のお知らせ 
 

 

●DVD上映会● 

12月 3日(土) 10時～ 
 

大野進二先生作品 

「氏原大作の生涯」 

「大仏文乃の生涯」 
 

 

●雑誌譲渡● 

12/3(土)～12/11(日) 
 

・お１人様１５冊まで 

(期間中１回のみ) 

・山口市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 
 

●年末年始の休館● 

12/29(木)～1/3(火) 
 

※返却ポスト休止します※ 
12月 28日 18時～ 

1月 4日 9時 30分 まで 

 

 

 

 新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては変更・中止になる場合や入場を制限させていただく場合 

がありますので、ご了承ください。 

11 
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蔵書点検のため休館します 

11/9(水)～11/15(火) 
 

上記の間、特別図書整理期間のため、  

阿東図書館は休館いたします。 

ご迷惑をおかけしますが、ご理解と 

ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

※休館時の本の返却は返却ポストか、  

 各地域交流センター分館窓口へお願 

 いします。 

※ＣＤ・ＤＶＤ・大型絵本・紙芝居・ 

 山口県立図書館の本等は開館時に 

 カウンターへ返却をお願いします。 

蔵書点検は、行方不明になっている本が 

ないかを調査し、市民の皆さんに円滑に 

利用いただくために実施するものです。 

通行止めのお知らせ 

令和 4年 10月 11日 

   ～令和 5年 2月末まで 
 
 

工事の為、阿東図書館付近の外周は、車両

の通行ができません。 

ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願い

致します。 



 

 新着紹介 

New Books 

10 コース 金曜日 

4 日・18 日(金) 

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 

 

7 コース 水曜日 

9 日(水)  

10：10～10：30 嘉年分館 

14：20～14：50 柚野分館（徳地） 

 

8 コース 金曜日 

11 日・25 日(金) 

10：10～10：30 柚野木小学校（徳地） 

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 
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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。 

小説・エッセイ  一般 

児童 

絵本 

ティーンズ 

乱鴉の空 「弥勒」シリーズ 11 あさの あつこ 

いつもの木曜日 「喫茶店 マーブル・カフェ」スピンオフ 

               青山 美智子 

月の三相      石沢 麻依 

祝祭の子       逸木 裕 

噓つきジェンガ      辻村 深月 

SLやまぐち号殺人事件  西村 京太郎 

競争の番人 2      新川 帆立 

素晴らしき国       小路 幸也 

越境刑事 高頭冴子シリーズ② 中山 七里 

家庭調査官・庵原かのん 乃南 アサ 

54字の物語 Q 意味がわかるとスッキリ  

する超短編クイズ   氏田 雄介∥編著 

トンチキ鎌倉武士  長谷川 ヨシテル 

農家が教えるわくわくマメつくり 農文協∥編 

「サボる」防災で、生きる 寒川 一∥著  

真似をしたくなる、78人の手料理。  

炊き込みごはん お米を味わう 70 レシピ  

                      荒木 典子 

超絶のおりがみ       神谷 哲史 

無印良品子どもとすっきり暮らす収納術 

小説映画ドラえもんのび太と奇跡の島 

  藤子・F・不二雄∥原作白井 かなこ∥著 

魔女だったかもしれないわたし エル・マクニコル 

科学って何のためにあるの? 科学の基

本的な 5つの分野がわかる図鑑   DK社∥編 

まちのおばけずかん ハイ！ 斉藤 洋 

アーマのうそ  キャロル・ライリー・ブリンク 

 

パンしろくま        柴田 ケイコ 

カピバラがやってきた アルフレド・ソデルギット 

ごろんずっしりさつまいも   いわさ ゆうこ 

フランクとバークのだいすきかくれんぼ     

           クリス・ネイラー・バレステロス 

野ばらの村のおひっこし  ジル・バークレム 

からっぽのにくまん       まつなが もえ 

まねまねどうぶつ            shimizu 

君がくれた物語は、          

  いつか星空に輝く いぬじゅん 

宮廷のまじない師 3         

              顎木 あくみ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

マーベリックは、ナンバー・ワン・パイロットに

なろうと躍起になっている、向こう見ずな

若者。そんな彼に、民間人の教官は、教室

では学べないことまで教える。アクション、

音楽、空中撮影が話題を呼んだヒット作。 

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。 
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※11 月 23 日(水)は運行がありません。 

   科捜研 

の 

女 
 

劇場版 
 

榊マリコをはじめとする 

“科捜研”のスペシャリスト 

たち、捜査一課の土門刑事、解剖医

の風丘教授らが挑むのは。京都を

皮切りに世界中に拡がる死の連鎖。

シリーズ史上最難関の事件、 

史上最強の敵。 

新着 

DVD 


