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明けましておめでとうございます
今年もたくさんのみなさまのご利用を職員一同、心よりお待ちしております

お詫び と お願い
平成 24 年 12 月に、夜間出入口（閉館時出入口）のカードリーダ等
24 時間出入管理システムの取替工事を行いました。
平成 24 年 12 月 20 日現在で、平成 22 年（2010 年）1 月 1 日以降に
須佐図書館または移動図書館｢まなぼう号｣のご利用がなかった方の
須佐図書館カードは、夜間出入口ご利用にあたり、改めて夜間出入口の
利用申込みが必要となりました。
大変申し訳ございませんが、カードリーダにカードを通した際に
エラーとなった場合は、開館中にカウンターへカードをご持参いただくか、
須佐図書館までご連絡くださいますようよろしくお願いいたします。
＊貸出・返却等については、今までどおりご利用いただけます。

【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

2012 年１２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】

『ことり』 小川 洋子／著
『ウエストウイング』 津村 記久子／著
『母性』 湊 かなえ／著
『七緒のために』 島本 理生／著
『きまぐれラボ』 江坂 遊／著
『幕が上がる』 平田 オリザ／著
『父のひと粒、太陽のギフト』 大門 剛明／著
『旅猫リポート』 有川 浩／著
『宝くじが当たったら』 安藤 祐介／著
『ブルーマーダー』 誉田 哲也／著
『６４』 横山 秀夫／著

『６４』 横山 秀夫／著
『over the edge』 堂場 瞬一／著
『志士の風雪 品川弥二郎の生涯』 古川 薫／著
『けさくしゃ』 畠中 恵／著
『まりしてん誾千代姫』 山本 兼一／著
【エッセイ】

『泥酔懺悔』
朝倉 かすみ、中島 たい子、瀧波 ユカリ、
平松 洋子、室井 滋、中野 翠、西 加奈子、
山崎 ナオコーラ、三浦 しをん、大道 珠貴、
角田 光代／著

【その他の一般書】
『帰れないヨッパライたちへ
生きるための深層心理学』 きたやま おさむ／著
『岡山県謎解き散歩
吉備国、法然、備前焼、岡山城、閑谷学校から
「果樹王国」、倉敷美観地区、ジーンズ生産まで』
柴田 一／編著
『あれから 12 年、私は今…
500g で生まれた全盲のわたし』
井上 美由紀／著
『地球 不思議の旅 大自然が生んだ絶景』
バイインターナショナル／出版
『ノーベル平和賞で世の中がわかる』 池上 彰／著
『「国土」喪失。 なぜ日本は領土を守れないのか』
佐々 淳行／著
『拉致と決断』
蓮池 薫／著
『子どもが変わる「育て言葉」
』 辰巳 渚／著
『耳トレ！ こちら難聴・耳鳴り外来です。
』
中川 雅文／著
『わくわく！びっくり！かんたん手づくり絵本』
木村 研／著
『ホントはコワイ冷え性 66 の対策』
福田 千晶／監修
『50℃洗いレシピ おいしい！やせる！健康になる！』
金丸 絵里加／料理
『めんどくさがりやさんの、野菜生活。
』
うーら（庄司 智子）／著
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『Kage Sweetsのオーガニックなお菓子』
ふじた ゆうこ／著
『おべんとうの時間(2)』
阿部 了／写真、阿部 直美／文
『お酒の科学』 佐藤 成美／著
『棒針・かぎ針でつくる手編みのおうちソックス
模様や糸をかえて、かんたんアレンジ』
河出書房新社／出版
『１０年着るための衣類ケアブック
おしゃれと手入れの楽しみかた』
石川 理恵／取材・文、COMODO 編集部／編
『いちばんよくわかる赤ちゃんニット』
日本ヴォーグ社／出版
『モノの仕組みがまるごとわかる！ 図解 スカイ
ツリーからロケット、スマートフォンまで…』
サイエンス・リサーチ・プロジェクト／編
『死の淵を見た男 吉田昌郎と福島第一原発
五〇〇日』 門田 隆将／著
『ちりめんのどうぶつ飾り』
パッチワーク通信社／出版
『これからの雑木の庭
庭空間を改善して快適に』
高田 宏臣／著
『シルバー川柳
誕生日 ローソク吹いて 立ちくらみ』
全国有料老人ホーム協会、ポプラ社編集部／編
2

【絵本】

『へびちゃん おしゃべりだいすき！（12 支キッズのしかけえほん）』
きむら ゆういち／作、ふくざわ ゆみこ／絵
『へんしんおんせん』
あきやま ただし／作・絵
『うそついちゃったねずみくん』
なかえ よしを／作、上野 紀子／絵
『おたんじょうび、おことわり』
ボニー・ベッカー／ぶん、ケイディ・マクドナルド・デントン／え、横山 和江／やく
『ちょっとだけまいご』
クリス・ホートン／作、木坂 涼／訳
『ねむるまえにクマは』
フィリップ・C・ステッド／文、エリン・E・ステッド／絵、青山 南／訳
【物語】

『かいじゅうのさがしもの』
富安 陽子／作
『マドレーヌは小さな名コック』
ルパート・キングフィッシャー／作、三原 泉／訳
『トモダチックリの守り人 希望をかなえる実』
吉富 多美／作
『マージともう一ぴきのマージ チュウチュウ通り８番地』
エミリー・ロッダ／作、さくま ゆみこ／訳、たしろ ちさと／絵
『妖怪一家九十九さん』
富安 陽子／作
『お願！フェアリー❤９ ファッションショーでモデルデビュー!?』
みずの まい／作
『ぼくの嘘』
藤野 恵美／著
【その他の児童書】

『雪と氷の大研究 白く美しいふしぎな世界 個体の水のひみつをさぐろう！』
片平 孝／著、神田 健三／監修
『オオカミ ナショナルジオグラフィック動物大せっきん』
ジム・ブランデンバーグ、ジュディ・ブランデンバーグ／著、小宮 輝之／監修
『イヌ』 （ニューワイド学研の図鑑）
『おかしなゆき ふしぎなこおり』
『りんご畑の 12 か月』

片平 孝／写真・文

松本 猛／文、中武 ひでみつ／絵

『すべてがわかる！日本の新幹線 ③未来の新幹線』

恵 知仁／作

『おどろきの瞬間！？大図鑑
カメラがとらえた科学のふしぎ 連続写真からクローズアップまで』

伊知地 国夫／監修

『オカのカオ サカサあそび』 谷川 晃一／作

ご希望の本が貸出中の場合は、ご予約ください。
本が返却され、貸し出しができるようになりましたら、連絡いたします。萩図書館や
明木図書館から本を取り寄せることもできますので、お気軽におたずねください。
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月

火

水

木

金

土

日

1

2

3

4

58

6

7

8
田万川

9●
須佐 A

や
10○
弥 富

や
11○
須佐 B

12◎

13

14

15

16
須佐Ａ

や
17○
弥 富

や
18○
須佐 B

19◎

20

21

22
田万川

23●
須佐 A

や
24○
弥 富

や
25○
須佐 B

26◎

27

28

29●

30
須佐 A

や
31○
弥 富

■休館日（第３水曜日は館内整理日）
● 定例行事
や やっちゃんの青空教室
○
◎ 放課後子ども教室
14:00〜17:00（小学生対象）

1/4(金)まで
お休みです。
須佐図書館のカードを
お持ちの方は、夜間出入
口からお入りください。

●99○
水 清ちゃんとつくっちゃお〜！
15:00〜

●23○
水
●29○
火

<小学生対象>

茶話会
14:00〜

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

<小学生対象>

ヒロ・マリのできるかな？
15:00〜

田万川コース 第１・３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

<一般対象>

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

行事報告

ポップアップカード作り 11/28
11 月の「ヒロ・マリのできるかな？」では
クリスマスにぴったりのカードを作りました。

「放課後子ども教室」では、
クリスマスツリーとポインセチア
のつるし飾りができました。

