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…休館日 

※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） 

Ato Library 
 

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    

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

 

 

1月のお知らせ 
 

 

新春！ 

お年玉付録プレゼント 
1/4（水）～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!! 

大野進二先生作品 DVD上映会 
 

  「氏原大作の生涯」 
 

  「大仏文乃の生涯」 
 

●日時● 

12/3(土) 10：00～10：30 
 

●場所● 

阿東地域交流センター 小ホール 

雑誌譲渡 
 

●期間● 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 

館内 

企 
画 

 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。 

えほんの企画 

「おんがく」 
一般の企画 

「雰囲気重視」 

 

展示期間 11/16-12/14 

 

特別企画 

「色々本市 2022」 
(受賞本・原作本・ 

ファンタジー・文庫・食) 
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 年末年始の休館のお知らせ 

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 

先着 

20名 



 

 新着紹介 

New Books 

10 コース 金曜日 

2 日・16 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 

7 日・21 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 

9 日・23 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 

 

 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 

クロコダイル・ティアーズ  雫井 脩介 

いけない 2      道尾 秀介 

動物農園 ジョージ オーウェル 

花菱夫妻の退魔帖   白川 紺子 

大江戸あにまる      山本 幸久 

しろがねの葉      千早 茜 

仕掛島          東川 篤哉 

それでも世界は回っている 2 吉田 篤弘 

俳句いまむかし みたび 坪内 稔典 

徳川家康 -小説集- 鷲尾 雨工 他 

 

日本人が知らない世界の祝祭日事典  

                 斗鬼 正一 

縫ったり、編んだり。  大橋 利枝子 

にっぽんの鉄道 150年 野田 隆 

まるごとしまえなが      山本 光一 

70歳からは大学病院に行ってはいけない  

                      和田 秀樹 

暮らしの民藝 2     萩原 健太郎 

有元葉子の冷凍術              

－すぐにおいしく、いつでも便利－ 有元 葉子 

うますぎッ!太らないごはん 経塚 翼 

 
電車で行こう! 38     豊田 巧 

すごすぎる身近な植物の図鑑    

           鈴木 純 

全仮面ライダークイズ大図鑑 100  

ルルとララのティラミス あんびる やすこ 

はりねずみのルーチカ 11 かんの ゆうこ 

カトリと眠れる石の街  東 曜太郎 

おいしい魚ずかん  上田 勝彦∥監修 

英語が好きになる本   ユ ウォンホ 

しかくいののじかん                          

       パメラ ポール∥ぶん  ベッキー キャメロン∥え 

ことばとふたり         きたむら さとし 

ゆめぎんこう -おじいちゃんのおともだち-  コンドウ アキ 

そうなのよ             高畠 純 

おすしがふくをかいにきた    田中 達也 

びんからだしてごらん      デボラ・マルセロ 

ひよこどこどこ        やまだ だり 

わが家は祇園の拝み屋さん EX  

愛しき回顧録 望月 麻衣 

百花宮のお掃除係 7 黒辺 あゆみ 

ぼくたちはまだ出逢っていない   

            八束 澄子 
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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。 

オンラインの句 芭蕉の句 
 

 

〈同じ季語〉でも、こんなに違う？ 

俳人・ねんてん先生が、 

新旧の句を詠みくらべ。 

知れば知るほど好きになる、 

十七音のゆかいな世界！ 

やさしく楽しい俳句読本 
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※12 月 30 日(金)は運行がありません。 


