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           男性によるおはなし会を開催します。 

        ひと味もふた味も違う、ちょっと異色のおはなし会！？ 
        みなさんのご参加、お待ちしています。 

 
 

【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。) 

 
５月９日（水）、定例行事「清ちゃんとつくっちゃ

お～！」では、トイレットペーパーの芯を使って、

鳴き声をあげる恐竜を作りました。 

頭部に付けた 

ヒモを引っ張ると 

鳴くよ。 

ヒモを水でしめらすと、 

音量アップ!! 
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【小説】 

『東雲の途』   あさの あつこ／著 

『朝の霧』  山本 一力／著 

『地層捜査』   佐々木 譲／著 

『ルーズヴェルト・ゲーム』  池井戸 潤／著 

『サムライ千年やりました』  岩井 三四二／著 

『朱龍哭く 弁天観音よろず始末記』  西條 奈加／著 

『一石二鳥の敵討ち 半次捕物控』   佐藤 雅美／著 

『茉莉花（サンパギータ）』   川中 大樹／著 

『荻窪 シェアハウス小助川』   小路 幸也／著 

『ナミヤ雑貨店の奇蹟』   東野 圭吾／著 

『浮雲十四郎斬日記 不知火の剣』   鳥羽 亮／著 

『ここはボツコニアン』   宮部 みゆき／著 

『途方もなく霧は流れる』   唯川 恵／著 

『彼女が追ってくる』   石持 浅海／著 

『デッドエンド ボ デ ィ ー ガ ー ド 工 藤 兵 悟』  今野 敏／著 

『泣くほどの恋じゃない』   小手鞠 るい／著 

『希望の地図』   重松 清／著 

『気分上々』   森 絵都／著 

『散り椿』   葉室 麟／著 

『けむたい後輩』   柚木 麻子／著 

『あなたの本』   誉田 哲也／著 

『紙の月』   角田 光代／著 

『哀しみの星』   新堂 冬樹／著 

『厩橋』   小池 昌代／著 

『ねえ、委員長』  市川 拓司／著 

『降霊会の夜』  浅田 次郎／著 

『夜鳴きめし屋』  宇江佐 真理／著 

『鼠、剣を磨く』  赤川 次郎／著 

『平蔵の首』  逢阪 剛／著 

『ＰＫ』  伊坂 幸太郎／著 

『杉下右京の冒険』  碇 卯人／著 

『マルセル』  高樹 のぶ子／著 

『約束の森』  沢木 冬吾／著 

【エッセイ】  『呪いの時代』   内田 樹／著 

『その後とその前』   瀬戸内 寂聴、さだ まさし／著 

『“あの日のそのあと”風雲録 夜ふけのなわとび 2011』   林 真理子／著 

【その他の一般書】 

『ソーシャルメディアの夜明け』 平野 友康／著 

『和のフィンガーフード・50 のレシピ』 浜 裕子／著 

『胃を切った人を元気いっぱいにする食事 160』 

  主婦の友インフォス情報社／編 

『股関節の痛み 変形性股関節症の治療がよくわかる』  

杉山 肇／総監修 

『和のフィンガーフード・50 のレシピ』 浜 裕子／著 

『愉しい電力自給自足生活』電力自給自足生活研究会／編著 

『梅酒の基本 貴方は本当に美味しい梅酒を知っていますか？』  

  枻出版社／出版 

『みんな大好き！アンパンマンのフェルトマスコット』  

日本ヴォーグ社／出版 

『全国版 渓流釣り場完全攻略マニュアル』   

成美堂出版編集部／編 

『資格図鑑！2013 厳選！まる見えガイダンス』 

オバタ カズユキ/著 

『97 歳の幸福論。ひとりで楽しく暮らす、５つの秘訣』 

笹本 恒子/著 

『愛犬が教えてくれること』 ケヴィン・ビーアン／著 

『天才・イチロー逆境を超える「言葉」』 児玉 光雄／著 

『ゴルフはパープレーが当たり前！』 佐久間 馨/著 

 

『決断する力』  猪瀬 直樹／著 

『100 歳の金言』  日野原 重明／著 

『「夫婦」はもっと仲良くなれる 

 「 離 婚 」 の 前 に 考 え た い こ と ・ で き る こ と』 

  武石 晃一／監修 

『壁新聞で教室が大変身！』  國眼 厚志／著 

『「中国の正体」を暴く』  古森 義久／著 

『天文マニア養成マニュアル』 福江 純／編 

『これなら書ける！特許出願のポイント』 

  涌井 伸二、金子 宏／著 

『やさしいピアノソロ Ｋ－ＰＯＰスーパーベスト』 

（楽譜集）シンコーミュージック・エンタテイメント／出版 

『福島原発事故独立検証委員会 調査・検証報告書』  

藤福島原発事故独立検証員会／編 

『農家が教えるどぶろくのつくり方』 農文協／編 

『赤ちゃんにもママにも優しい安眠ガイド 

 ０歳からのネンネトレーニング』 清水 悦子／著 

『山形ガールズ農場！ 女 子 か ら 始 め る 農 業 改 革』 

  菜穂子／著 

『あこがれの名山 マイカーでらくらく山あるき』 

  中田 真二／著 

新 着 紹 介 2012 年５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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【絵本】 
 

『おやおやじゅくへようこそ』  浜田 圭子／作 

『うしちゃん えんそく わくわく』  きむら ゆういち/作、ふくざわ ゆみこ／絵 

『たにのそこのきいろいやねのいえ』  accototo／作・絵 

『たんぽぽのおくりもの』  片山 令子/作 大島 妙子／絵 

『ジャッキーのゆめ』  あだち なみ／絵 あいはら ひろゆき／文 

『ぼくおかあさんのこと…』  酒井 駒子／文・絵 

『くろくまくんどんないろ？』  たかい よしかず／作・絵 

『きこえる？』  はいじま のぶひこ／作 

『おひさん』  あたかべ せいいち／さく 

『あたし、パパとけっこんする！』  のぶみ／作 

『パパはウルトラセブン・ママだってウルトラセブン』  みやにし たつや／作・絵 

『ふたごのもうふ』  ヘウォン・ユン／さく 
 

【物語】 

『くまのごろりん あまやどり』  やえがし なおこ／著 

『バースデーには、すてきな魔法を！』  日本児童文学者協会／編 

『まじょ子とサーカスの国の王子さま』  藤 真知子／作 

『恋する和パティシエール ① 夢見るハートのさくらもち』  工藤 純子／作 

『あたしって、しあわせ！』  ローセ・ラーゲルクランツ／作 

『アネモネ探偵団 ③ ねらわれた実生女学院』  近藤 史恵／著 

『夕焼けカプセル』  泉 啓子／作 

『ジェンナ 奇跡を生きる少女』メアリ・E/ピアソン／著 

『ホラー横丁 13 番地 ② 魔女の血』  トミー・ドンババンド／作 

『デイジーのめちゃくちゃ！おさかなつり』  ロケス・グレイ／作 
 

【その他の児童書】 

『おしえて！もんじゅ君 これだけは知っておこう 原発と放射能 』  もんじゅ君／著 大島 堅一、左巻 健男／監修 

『気象予報士わぴちゃんのお天気観察図鑑 雲と空』  岩槻 秀明／著 

『これなあに？』  みやにし たつや／作・絵 

『すぐにできる！楽しいダンス １ よさこいソーラン・阿波踊り編』  向山 洋一/監修 TOSS／編著 

『親子で遊べるおりがみ おりがみとペーパーマジック 増補改訂版』  ブティック社／出版 

『ドキドキこわ～い都市伝説 あなたの知らない恐怖の世界』  藤田 晋一／編 

『多様性を大切にするユニバーサルデザイン』  神保 哲生／監修 

『骨と筋肉大図鑑① 人体』  阿部 和厚、真鍋 真／監修 

『中をそうぞうしてみよ』  佐藤 雅彦、ユーフラテス／著 

『すぐにできる！楽しいダンス ② 最新レくダンス編』  向山 洋一／監修 

『ビジュアル版 生きている！？恐竜の世界 ④ ブラキオサウルスと雷竜のなかま』 

ロニー・ランドール／文、デイヴィッド・ウエスト／絵 

『かわいいおりがみ ディズニーのなかまたち №2』  ブティック社／出版 
 

 

 

１年に１度、登録情報に変更がないか確認させていただき、 

カードの期限を更新します。 

期限が切れていると・・・自動貸出機‘まなぼうロボ’が利用できません。 

開館時にカウンターまでカードをお持ちくださるか、 

電話でお知らせください。 
 

 

住所や 
電話番号に 
お変わりは 
ありません 

か？ 



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  

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 

 

     
月 火 水 木 金 土 日 

 

■休館日 

 （第３水曜日は館内整理日） 

11○や  

須佐 B 

 

22◎ 

 

3 

 

４ 5 

 

 

66● 

須佐 A 

77○や  

弥 富 

88○や  

須佐 B 

99◎ 10 

11 12 

田万川 

 

13★ 

須佐 A 

14○や  

弥 富 

15○や  

須佐 B 

 

16◎ 

 

17 

 

18 19 

 

 

20 

須佐 A 

21○や  

弥 富 

22○や  

須佐 B 

23◎ 24 

25 26● 

田万川 

 

27● 

須佐 A 

28○や  

弥 富 

29○や  

須佐 B 

30◎  

 

● 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） 

 
●16○水  清ちゃんとつくっちゃお～！ 
     15:00～  <小学生対象> 

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

●26○火  茶話会 14:00～ <一般対象> 

 

★13○水  お父さんとおじいちゃんの 

            読み聞かせ会     
どなたでもご参加ください！ 

  

                           
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
                                 

          

                           
                                       

  トイレットペーパーの芯とストローで笛を作りました。 

穴のふさぎ方を工夫して、音階も出せました♪  

   
 

    

ヒロ・マリのできるかな？ 4/25 

 行 事 報 告 Ⅱ 

春の特集展示に 

合わせて、 

ミニトマトを 

植えてみました。 


