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８月１日（水）
、夏休み特別
行事「ちぎり絵で絵手紙作り」
を開催しました。和紙を思い
描いた形にちぎるのは、難し
かったですが、なかなかかわ
いく仕上がりました。

７月２５日（水）、定例行事「ヒロ・
マリのできるかな？」では、牛乳パッ
クを使って、 ゆらゆらおばけ風鈴 を
作りました。風が吹くと、鈴が鳴り、
おばけがおどるようにゆれるユニーク
な工作です。

９月４日（火）〜１６日（日） 須佐図書館 視聴覚室にて
鉄道模型のジオラマを展示します。（制作者：大谷恂さん・須佐河原丁）
今年の夏、旅行に行けなかった人も、お出かけしたつもりになって、
楽しんでください。鉄道関係の本も併せて展示しますので、どうぞご利用ください。

【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。)

新 着 紹 介

2 012 年８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。

【小説】

『箱庭旅団』
朱川 湊人／著
『夢より短い旅の果て』
柴田 よしき／著
『チマチマ記』
長野 まゆみ／著
『二重生活』
小池 真理子／著
『たまかな暮し』
常盤 新平／著
『ケルベロスの肖像』
海堂 尊／著
『月と雷』
角田 光代／著
『確証』
今野 敏／著
『秘密は日記に隠すもの』 永井 するみ／著
『雲の王』
川端 裕人／著

『千年鬼（せんねんき）
』
『ひなこまち』
『よろづ情ノ字薬種控』
『本朝甲冑奇談』
『花宴（はなうたげ）』
『鈴の神さま』
『鳥のうた、魚のうた』
『鬼談百景』

西條 奈加／著
畠中 恵／著
花村 萬月／著
東郷 隆／著
あさの あつこ／著
矢野 みさき／著
小島 水青／著
小野 不由美／著

【エッセイ】

『もう、忘れたの？』

酒井

順子／著

【その他の一般書】
『つながらない生活 「ネット世間」との距離のとり方』
ウィリアム・パワーズ／著
『年を重ねるのが楽しくなる！ [スマート・エイジング]
という生き方』
川島 隆太、村田 裕之／著
『高齢者のためのかんたんレクリエーション
介護現場で本当に使える！』
三瓶 あづさ／著
『顕微鏡で見るミクロの世界 仕組み・使い方・撮影テク
ニックがわかる』
山村 紳一郎／著
『カビ図鑑 野外で探す微生物の不思議』
細矢 剛、出川 洋介、勝本 謙／著
『イカ・タコ識別図鑑』
小西 英人／編著
『海藻 日本で見られる 388 種の生態写真＋おしば標本』
阿部 秀樹／写真、神谷 充伸／監修
『夏とごはん 元気なときも バテたときも』
渡辺 有子／著
『うどんを打つ プロが教える
うどんの基礎と定番・創作 60 品』
柴田書店／編
『ワインを楽しむ 58 のアロマガイド』
ミカエル・モワッセフ ほか／著、剣持 春夫／監修
『お化け屋敷になぜ人は並ぶのか
「恐怖」で集客するビジネスの企画発想』五味 弘文／著
『スクラップホリックの本 特別編 ギフトのための
スクラップ』
エディシォン・ドゥ・パリ／編
『スポーツ用語辞典』
小倉 伸一／編著
『精神筋力 困難を突破し、たくましさを育てる。
』
白石 康次郎／著
『子どもから「すごい！」と言われる 100 のこと』
「すごい！」子育て推進委員会／著

『「もの忘れ外来」のボケない技術（テク）』
奥村 歩／著
『原発がなくても電力は足りる！
検証！電力不足キャンペーン５つのウソ』
飯田 哲也／監修
『こんな時どうする？すぐに役立つ
お直しと裁縫実例』 ブティック社／出版
『１日１か所古堅式！ 片付け＆掃除
ハンドブック

全部屋 Before After 写真入り』

古堅 純子／著
『90 秒若返り 美肌ホルモンマッサージ』
森柾 秀美／著
『第四の消費 つながりを生み出す社会へ』
三浦 展／著
『あそんでうれしい絵かき歌親子あそび 120』
レッツ・キッズ・ソンググループ／編・著
『簡単にできる すてきな和紙ちぎり絵入門』
渡辺 風沙絵／著
『銅版画を作ろう 版画技法入門講座』
渡辺 達正／著
『草木染 染料植物図鑑 １基本の染料植物 120』
山崎 青樹／著
『悩める剣士に贈る 剣道昇段審査合格術』
吉山 満／著
『トランプを初めてやる人の本』青木 光／著
『地球の穴場 仙人の村から飛行船まで』
乃南 アサ／著
『ぞうのミミカキ』
まど みちお／詩

【絵本】

『ぐるぐるどぼーん』
新井 洋行／作
『なつやさいのなつやすみ』
林 木林／作、柿田 ゆかり／絵
『ねこざかなのすいか』
わたなべ ゆういち／作・絵
『きかんしゃトーマス ディーゼル 10 の逆襲』
ウィルバート・オードリー／原作
『ゆうれいとどろぼう』
くろだ かおる／作、せな けいこ／絵
『あめだまをたべたライオン』
今江 祥智／文、和田 誠／絵
『うみのどうぶつとしょかんせん』
菊池 俊／作、こば ようこ／絵
【物語】

『ちょっとだけタイムスリップ』
花田 鳩子／著
『深海魚チルドレン』
河合 二湖／作
『カンナ道のむこうへ』
くぼ ひでき／作
『花のお江戸の金魚芝居』
岩崎 京子／作
『月の少年』
沢木 耕太郎／作
『みさき食堂へようこそ』
香坂 直／作
『ホラー横丁 13 番地 ⑥ 狼男の爪』 トミー・ドンババンド／作、伏見

操／訳

【その他の児童書】

『大接近！妖怪図鑑』
軽部 武宏／作
『こどものおりがみ教室』
ISAMU ASAHI／著
『鳥のふしぎ（ポプラディア情報館）
』
川上 和人／監修
『ビジュアル版 生きている!? 恐竜の世界 ⑥ パラサウロロフス・イグアノドンのなかま』
ロニー・ランドール／文、デイヴィッド・ウエスト／絵、小畠 郁生／日本語監修
『なぜカツラは大きくなったのか？ 髪型の歴史えほん』
キャスリーン・クルル／文、ピーター・マローン／絵、宮坂 宏美／訳
『恐怖 150％！! 超こわい話スペシャル版 めちゃくちゃこわい 90 話』
絹華／作
『骨と筋肉大図鑑 ③ 鳥類 カモ、ハト、ニワトリなど』
川上 和人、真鍋 真／監修
『少年野球 基本とレベルアップ練習法』
前田 幸長／監修
『わざわざことわざ ことわざ事典 ④ かずの巻』 国松 俊英／文、たかい よしかず／絵

清ちゃんおススメ科学雑誌

「Ｎｅｗｔｏｎ

家庭菜園に関する隔月刊誌
「やさい畑」（家の光協会／発行）が

GRAPHIC SCIENCE MAGAZINE

ニュートン」

初夏号から雑誌コーナーに加わりました。
現在、３４誌の雑誌を所蔵しています。
最新号は館内でごらんいただくのみと
なりますが、バックナンバーは貸出しを
していますのでどうぞご利用ください。
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宇宙・天体・地球等の成立ちを
具体的に解説した
専門書のような月刊誌です！
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★ミニ展示 〜鉄道模型ジオラマで旅行気分〜
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★「茶話会」よみもの展
● 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）

●12○
水 清ちゃんとつくっちゃお〜！
〜紙飛行機を作って飛ばそうⅡ〜
15:00〜

●26○
水

<小学生対象>

ヒロ・マリのできるかな？
15:00〜

●25○
火 茶話会

<小学生対象>
14:00〜 <一般対象>

★4○
水 〜16○
日 ＊休館日は除きます
ミニ展示〜鉄道模型ジオラマで旅に出よう 〜
★26○
水 〜10/7○
日 ＊休館日は除きます
「茶話会」よみもの展
定例行事の「茶話会」でとりあげられた
本を紹介文とともに展示します。

行 事 報 告

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
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
12:45〜13:05 青葉台公民館
13:10〜13:40 須佐中学校
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

Ⅱ

まなぼう館の今年の収穫（一部）です。
新鮮な野菜たちに感謝！

清ちゃんとつくっちゃお〜！

夏休み特別版

8/8

今回は、清ちゃんの創作 マジンガーZ 貯金箱 を作りました。コインを入れると、
マジンガーZ の腕が回ります！ ぐるんぐるんと回るくらい貯まるかな〜？

