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   昔の知恵も拝借しながら、上手に‘涼’を演出し、 
   元気に夏をのりきりましょう。 
   この夏のひと工夫に役立ちそうな本を集めました。ぜひ、ごらんください。 
 
 

【開館時間】 
 

全面開館 9:30～18:00 
部分開館 18:00～9:30 
(部分開館時の入館は須佐図書館 

利用者貸出カードが必要です。) 
 

【編集・発行】 
 

萩市立須佐図書館（愛称：まなぼう館） 
〒759-3411 萩市大字須佐 4296 
電話 08387-6-5500 ﾌｧｯｸｽ 08387-6-5505  
URL：http://hagilib.city.hagi.lg.jp/ 
(｢須佐図書館｣と入力しても須佐図書館のﾍﾟｰｼﾞに入れます。) 

 
７月４日（水）、たなばた会を開催しました。おはなし会のあとに、紙コップと 

竹などを材料に おりひめさまとひこぼしさまの‘ゆらゆらモビール’を作りました。 
夏の大三角と天の川をながめながら、たなばたの伝説を思い出してくれるかな？ 
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【小説】 

『おかえり、Mr.バットマン』   佐川 光晴／著 

『GO！ GO！アリゲーターズ』 山本 幸久／著 

『夜をぶっとばせ』       井上 荒野／著 

『トラップ・ハウス』      石持 浅海／著 

『尋ね人』           谷村 志穂／著 

『武曲（むこく）』         藤沢 周／著 

『窓の向こうのガーシュウィン』 宮下 奈都／著 

『英雄はそこにいる』      島田 雅彦／著 

『十二単衣を着た悪魔』     内館 牧子／著 

『江戸へ吹く風』       岩井 三四二／著 

『夜の国のクーパー』     伊坂 幸太郎／著 

『すみれ』           青山 七恵／著 

『シフォン・リボン・シフォン』 近藤 史恵／著 

『ダンス・ウィズ・ドラゴン』  村山 由佳／著 

『彼女の存在、その破片』     野中 柊／著 

『衆』             堂場 瞬一／著 

『あなたが愛した記憶』     誉田 哲也／著 

『その愛の向こう側』     小手鞠 るい／著 

『御隠居忍法 しのぶ恋』    高橋 義夫／著 

『信長死すべし』        山本 兼一／著 

【その他の一般書】 
 
『読むとだれかに語りたくなる わたしの乱読手帖』 

  大竹 昭子／著 

『「切れない絆」をつくるたった１つの習慣』 

  植西 聰／著 

『大きな字ですぐわかるはじめてのＣＤ／ＤＶＤ』  

 香山 紀／著 

『もっと脳が活性化する魔法のイラスト集』 

北岡 明佳／著 

『すてずにあそぼう かんたん！手づくりおもちゃ』  

佐野 博志／著 

『「恐妻家」が成功する 22 の法則』  阿部 祐二／著 

『初めての釣りガール スタイル＆レシピ』 

  ふくだ あかり／著 

『走れ、優輝！ 最後まであきらめないで』 

  川内 美加／著 

『イカの心を探る 知の世界に生きる海の霊長類』 

  池田 譲／著 

『35 歳までにはぜったい知っておきたいお金のきほん』  

高山 一惠／著 

『プリザーブトフラワーはじめて BOOK』 

  井越 和子／著 

『どはどぶろくのど 失われた酒を訪ねて』 

本郷 明美／著 

『家中スッキリ！お金をかけない収納アイデア 600』  

学研パブリッシング／出版 

『色のユニバーサルデザイン 

 誰もが見分けやすく美しい色の選び方 色彩検定関連書』 

三日本色彩研究所／著、全国服飾教育者連合会／監修 

 
 
『もの忘れ外来 100 問 100 答  

認知症が気になるあなたとご家族のために』  

奥村 歩／著 
 

『失敗する子は伸びる』  岸 英光／著 
 
『基礎からわかる天文学』  半田 利弘／著 
 
『クリーニングのプロが教える家庭でできる 

洋服の洗い方とお手入れ』  古田 武／著 
 

『天然酵母の食事パン』  佐原 文枝／著 
 
『PGA 最優秀ティーチングプロが考案した 

「クォーター理論」ゴルフ』  桑田 泉／著 
 

『日本はなぜ開戦に踏み切ったか 

「両論併記」と「日決定」』   森山 優／著 

『村越正海 平成釣魚大全 ～四季の海釣り～』  

村越 正海／著 

『あっというまに好かれる声になる！』 

  上野 由紀／著 

『弱った体がよみがえる人体力学』  

井本 邦昭／著 

『鶏糞を使いこなす』 

  村上 圭一、藤原 俊六郎／著 

『産後ママの心と体をケアする本  

出産した女性が本当にしておきたい』  

 池下 育子 ほか／監修 

『薬膳・漢方 食材＆食べ合わせ手帖』  

 喩 静、植木 もも子／監修 

『うまみたっぷり！発酵食ごはん』 

 岡田 早苗 ほか／監修 

新 着 紹 介 2 012 年７月から貸し出している新着図書の 
一部を紹介します。  
お探しの本が見あたらないときは、 
お気軽にお尋ねください。 
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【郷土資料】 

『山口県 謎解き散歩』  古川 薫／編著 

『近代日本夜明けの道を歩く』  弥冨 嚴夫／文、吉﨑 佳慶／写真 ＊館内でごらんください。 

 

 
 
 
 

【絵本】 

『おかあちゃんがつくったる』 長谷川 義史／作 

『はなびドーン』 カズコ G・ストーン／さく 

『うみのおまつり どどんとせ』 さとう わきこ／作・絵 

『たなばたバス』 藤本 ともひこ／作・絵 

『すいかのたび』 高畠 純／作 

『おとうさんのかさ』 三浦 太郎／作 

 

『たなばたセブン』  もとした いづみ／作、ふくだ いわお／絵 

『わたしはあかねこ』  サトシン／作、西村 敏雄／絵 

『はまべにはいしがいっぱい』  レオ・レオニ／作、谷川 俊太郎／訳 

【物語】 
 

『キリンちゃん』  花形 みつる／作 

『八月の光』  朽木 祥／作 

『女王さまのむらさきの魔法』  あんびる やすこ／作 

『るるとララのしらたまデザート』   〃 

『遠く不思議な夏』  斉藤 洋／作 

『帰命寺横丁の夏』  柏葉 幸子／作 

『お父さん、牛になる』  晴居 彗星／作 

『ジュディ・モード、世界をまわる！』  メーガン・マクドナルド／作、宮坂 宏美／訳 

『ホラー横丁 13 番地 ④ ゾンビの肉』  トミー・ドンババンド／作、伏見 操／訳 

 

【その他の児童書】 

『地獄』  白仁 成昭、中村 真男／構成 

『親子で遊ぶ おもしろ科学手品』  稲村 八大／著 

『100 の知識 さまざまな海岸』  スティーブ・パーカー／著、渡辺 政隆／日本語監修 

『100 の知識 深海のなぞ』 カミラ・ド・ラ・ベドワイエール／著、渡辺 政隆／日本語監修 

『貝の図鑑＆採集ガイド 見て、さわって、不思議を学ぶ！』  池田 等／著 

『骨と筋肉大図鑑 ② 恐竜・魚類など（両生類・爬虫類）』  真鍋 真、今泉 忠明／監修 

『植物のふしぎ』（ポプラディア情報館） 小林 正明／監修 

『ビジュアル版 和楽器事典』  森重 行敏／編著、洗足学園音楽大学現代邦楽研究所／監修 

『わざわざことわざ ことわざ事典 ② からだとたべものの巻』 国松 俊英／文、たかい よしかず／絵 

『どこどこ？セブン もっと ①ときめき』  キッズレーベル／出版 

 

 

 

 

ふだんふしぎに思っていることや、やってみたい科学の実験は 

ありませんか？ 
 

自由研究や万華鏡の作り方、段ボールアートなど 

さまざまな工作の本を集めました。 

これらの本を手がかりに、取りくんでみませんか！ 

 

 



 

 

     
月 火 水 木 金 土 日 

 16★ 

須佐 A 

 

27○や  

弥 富 

38 

須佐 B 

49◎ 5 

6 7 

田万川 

 

86● 

須佐 A 

96○や  

弥 富 

10 

須佐 B 

 

11◎ 

 

12 

 

13 14 

 

 

15 

 

16 

 

17 

須佐 B 

18◎ 19 

20 21 

田万川 

 

22● 

須佐 A 

23○や  

弥 富 

24★ 

須佐 B 

25◎ 26 

27 28● 

 

29 

須佐 A 

30○や  

弥 富 

31 

須佐 B 

 

■休館日 

（第３水曜日は 

館内整理日） 

 

 

 

 

●18○水  清ちゃんとつくっちゃお～！ 

     ～おもしろ貯金箱をつくろう～ 

マジンガーＺ 手が動くよ!! 

15:00～  <小学生対象> 

●22○水    ヒロ・マリのできるかな？ 
     15:00～  <小学生対象> 

●28○火  茶話会 14:00～ <一般対象> 

 

★41○水  ちぎり絵で絵手紙作り 

    10:00～  <小学生対象> 

★24○金  夏のおはなし会 

～ブラックパネルシアター～ 

    10:30～   

  どなたでもご参加ください！ 

 
   
                           
                                                      
 
 
 
  
     

   
  

 
 
牛乳パックやトイレットペーパーの芯を使って、タコやら魚を作り、釣りをして遊びました。 
ちなみに釣りざおは、広告をまるめたものです。とってもかんたんな工作です。 

田万川コース 第２・４火曜日 

11:00～11:30 小川支所 
12:45～13:00 小川分園 
13:00～13:30 小川小学校 
13:45～14:00 阿北苑特別養護老人ﾎｰﾑ 

◆14:15～14:30 八幡集会所 
   新しい巡回場所です！ 
 14:40～14:55 田万川保育園 

15:05～15:20 多磨児童クラブ 
15:25～15:40 介護ｻｰﾋﾞｽぬくもり 

須佐 A コース 毎週水曜日 

10:30～11:00 すさ苑 
11:05～11:20 生活支援ハウス寿 

◆11:30～11:50 須佐中学校 
◆13:10～13:30 青葉台公民館 
   中学校の夏休み期間中、 

時間を変えています。 
14:05～14:20 みやこ編物 
14:35～14:55 育英元気っ子 
15:00～15:20 社会福祉協議会須佐事務所 

弥 富コース 毎週木曜日 

10:05～10:20 多磨小学校 
12:50～13:10 弥富小学校 
13:30～13:45 鈴野川小学校 
14:05～14:20 森林組合 
14:25～14:45 弥富保育園 
14:55～15:20 弥富公民館 

須佐 B コース 毎週金曜日 

10:30～10:50 漁協須佐支店 
12:30～12:45 しんわ苑 
12:55～13:30 育英小学校 
13:40～14:00 須佐保育園 

まなぼう館の 

夏のひと工夫！ 

ゴーヤの 

‘緑のカーテン’が育ちました。 
  

ヒロ・マリのできるかな ６/27 

    
 行 事 報 告 Ⅱ 

● 定例行事 

○や  やっちゃんの青空教室 

◎ 放課後子ども教室「お楽しみ会」 
14:00～17:00（小学生対象） 

８月から 

八幡集会所にも 

巡回します。 

ぜひ、ご利用を！ 
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