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昨年は図書館をご利用いただき、大変ありがとうございました。
本年も昨年同様よろしくお願い申し上げます。

2 月 1 日（水）〜 6 日（月）まで
蔵書点検 を行ないます。
蔵書点検とは、たくさんの方々に利用していただく中で、「あるはずなのに、
棚にない･･･見つからない･･･」という資料や、汚損・破損の著しい資料、紛失に
なっている資料などを、あるべき場所に戻し、萩市のみなさんの貴重な財産で
ある図書館資料をより良い図書館サービスで提供するための作業です。
この作業期間中は図書館を休館することになります。夜間利用もできません。
利用者のみなさんには、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力を
お願い致します。

【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

２０１１年１２月から貸出している
新着図書の一部を紹介します。

【小説】
『四十八人目の忠臣』
諸田 玲子 著
『三人小町の恋』
田牧 大和 著
『任侠病院』
今野 敏

著

『ドルチェ』
誉田 哲也 著
『味なしクッキー』
岸田るり子 著

愛する磯貝十郎左衛門と浪士たちのため、討ち入りを影から助け、その後、浪
士の遺族の赦免、赤穂浅野家再興のため将軍家に近づいた実在の女性を主人公
に描く、新・忠臣蔵。『毎日新聞』連載を単行本化。
安倍晴明の末裔、というのは真っ赤な噓 。役者顔負けの美男子・拝み屋雨堂と、
勝気でお茶目な弟子のおこと、ぶっ飛び戯作者甲悦が挑むは「丑の刻参り」の
犯人探し。呪いの裏に潜んでいるのは…。『波』連載を加筆修正し書籍化。
日村誠司が代貸を務める阿岐本組は、堅気に迷惑をかけない正統派ヤクザだが、
地元新住民の間からは暴力団追放運動が起こっていた。そんなおり、阿岐本組
が傾いた病院の再建を任されて…。
『ジェイ・ノベル』連載を単行本化。
彼女が捜査一課に戻らぬ理由。それは人が殺されて始まる捜査より、誰かが死
ぬ前の事件に係わりたいから-。組織内でも人生でもなぜか少しだけ脇道を歩い
てしまう女刑事・魚住久江が活躍する全 6 編。
『小説新潮』掲載を書籍化。
別れを決意して「最後の晩餐」の支度をする女、高校時代の友人の自殺の真相
を知りたがる女、不倫相手にクッキーを焼く女…。気鋭の描く わるい女たち 。
書き下ろしの表題作ほか、
「パリの壁」「愚かな決断」など全 6 編収録。

【その他の小説】

【その他の一般書】

『春から夏、やがて冬』

『図解 やりかた大百科』 『るるぶ ソウル』 『マップル パリ』
『マップル オーストラリア』 『よくわかる プチうつの治し方』
『漢方 毒出しスープ 身近な食材でカラダすっきり！』
『名医がすすめる定年からのいい生き方』
『キリスト教大学の使命と課題』
『戦後日米交渉を担った男 外交官・東郷文彦の生涯』 伊奈 久喜 著
『私の遺品お願いします。遺品整理屋の事前相談』
吉田 太一 著
『子どもたちを内部被ばくから守るために 親が出来る３０のこと
−チェルノブイリの体験から』
『おなかの赤ちゃんが元気に育つ 妊娠中の食事と栄養』
『１日３分！「おしり」を締めて、肩こり、生理痛、冷え性を改善！
骨盤底筋セラピー』
『インテリアのルール センスがいいとほめられる』
『Ｂ級ご当地グルメで５００億円の町おこし』
『ちょっと知りたい雑草学』
『42 のエピソードで学ぶ 手のかからない子供の育て方』福島さく 著
『魚ビギナーも今日からできる！ さかなレシピ』
『乾物の事典』
星名 桂治 著
『体がよろこぶ！ 旬の食材カレンダー』
『季節の実りを味わう 手作りジャムとジャムのお菓子
果物のおいしさ煮つめて瓶詰めに』
『ダックワーズとブッセ』
福田 淳子 著
『知識ゼロからの ハイボール入門』
古谷 三敏 著
『キッチンハーブ ２６種の育て方＆レシピ』
『コップ＆コンテナですぐできる おうち野菜』
『小さな球根で楽しむ ナチュラル ガーデニング』
『野の花 さんぽ 図鑑 木の実と紅葉』
『再春館製薬所 ニッポンいちの社員食堂』
『ｎｕｕａｍｕ手帖』
渡辺 満里奈 著

歌野 晶午 著
『一匹羊』
山本 幸久 著
『あまからカルテット』
柚木 麻子 著
『コーヒーもう一杯』
平 安寿子 著
『彼女はもういない』
西澤 保彦 著
『不愉快な本の続編』
絲山 秋子 著
『伊賀忍び控え帖』
津守 陽

著

『家康の子』
植松三十里 著
『くちぬい』
坂東眞砂子 著
『金米糖の降るところ』
江国 香織 著
『猫は忘れない』
東

直己 著

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。
【絵本】
『ぼく、仮面ライダーに
なる！ フォーゼ編』
のぶみ 作

ある日、かんたろうが集めていた大切な仮面ライダーカードが、

『どんどこどん』
和歌山 静子

にんじん、じゃがいも、さつまいもなど、土の中で

作

突然なくなってしまいました。
あせったかんたろうは、ママのせいにして…。

どんどこどんどこ生長する野菜たち。
最初に葉っぱだけが見えて、ページをめくると見事に育った根菜が
現れます。縦開きの画面いっぱいに描いた根菜の姿が迫力満点の絵本。

『えんそく♪』
くすのき しげのり

楽しみにしていた遠足に行けなくて、きつねのコンタは一日中、

原作

ふとんをかぶって泣いていました。すると、うさぎのぴょんこちゃんが、
素敵なおみやげを持ってきてくれて…。
友情をほほえましく描いた絵本。

『大食いフィニギンの
ホネのスープ』
カンブリア・エバンズ 作

ハロウィンの日、大食いで有名なガイコツのフィニギンが

『森の音を聞いてごらん』
池田 あきこ 著

ボルネオの熱帯雨林に招待されたダヤン。

やってきたので、町じゅうが大さわぎ。
魔女もビーストもゾンビもミイラも、食べ物をかくしてしまいます。
そこでフィニギンは、広場でホネのスープを作りはじめて…。
たくさんのいきものが暮らすゆたかな森は、いろんな音があふれて
いて、とってもにぎやか。さあ、ダヤンといっしょに探検しましょう!

『大洪水！！
あばれ川とたたかった男』
高村

忠範

文／絵

『ハックションあれッ？？』
デブ・ラッキ 作

江戸時代の終わりごろ、遠江国にある天竜川は、大雨が降ると
決まって大洪水をおこし、近くの村に大きな被害を与えていた。
この「あばれ天竜」と言われる川を鎮めるために奮闘した、
ひとりの男の物語。
すごいクシャミをしたせいで頭の中にあったものが
みんな飛び出てしまった男の子。おかげで自分の名前を忘れ、
ママの髪の毛の色を忘れ、学校でならったことを忘れ…。
とんでもないクシャミの、とんでもなく楽しいお話。

【その他の絵本や児童書】
『クリスマスのまえのよる』
クレメント・C・ムーア 詩
『ファーディのクリスマス』
ジュリア・ローリンソン 作
『これもむし ぜんぶむし』
内田 麟太郎 作
『うたこさん』
植垣 歩子 著
『いれて いれて』
かとう まふみ 作／絵
『おはいんなさい』 西平 あかね 文／絵
『らっちさん』
杉田 比呂美 作／絵
『ガンジーさん』
長谷川 義史 著
『ダンプのちびトラ』
マージェリー・カイラー 作
『レオとノエ』
鈴木 光司 文
『サウスポー』
ジュディス・ヴィオースト 作
『なぜ？どうして？ 動物のお話』
『さくらのつぼみがひらいたら』
秋山 りん 作
『へんてこもりのまるぼつぼ』
たかどの ほうこ作／絵
『ペットショップはぼくにおまかせ』 ヒルケ・ローゼンボーム
『こどものための すごい！名言 世界がひろがる５５のことば』
斎藤 孝
著
『モンスター城のお客さま こわい？ かわいい？ モンスターの７つのお話』
『小さなバイキングビッケ』
ルーネル・トンソン作
『ビッケと赤目のバイキング』
ルーネル・トンソン作
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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
13:00〜13:15 小川小学校
13:25〜13:45 阿北苑特別養護老人ﾎｰﾑ
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

放課後子ども教室「お楽しみ会」
14:00〜17:00（小学生対象）

● 6・13・20・27 やっちゃんの青空教室
● 11（水） 清ちゃんとつくっちゃお！
『はねつきをつくろう』
● 25（水） まなぼう館であそぼぅ！
『牛乳パックのコマ』
● 31（火） 茶話会（一般対象）

弥 富コース 毎週木曜日
10:05〜10:20 多磨小学校
12:45〜13:10 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

★ 1/5「新春タコづくり＆タコあげ」
★ 1/6〜20 まで
『男女共同参画推進パネル展』

『マヤイのたんじょうび』
寺村 輝夫・作
『マヤイの花やさん』
寺村 輝夫・作
『マヤイのおもちゃやさん』 寺村 輝夫・作
『マヤイのとけいやさん』
寺村 輝夫・作
『プリンセスの王子さまぼしゅう中』
柴田
『プリンセスと魔法のかがみ』
柴田
『魔法つかい赤ずきんちゃん』
柴田
『魔女っ子キラリのハッピーうらない』 柴田
『わたしの歌う犬』
柴田
『おぶさり坂のおばけ』
柴田

永井 郁子・絵
永井 郁子・絵
永井 郁子・絵
永井 郁子・絵
勝茂・編
勝茂・編
勝茂・編
勝茂・編
勝茂・編
勝茂・編

ありがとう

