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１０月２７日(木)～１１月９日(水)までは、 

２０１１「読書週間」でした。 
須佐図書館では「読書週間」にあわせて 

多くの新刊を入れ、掲示や紹介をしました。 
 

 
 
 

                                     
 
 

10 月 29 日(土)に 

開催した『古本市』 

では、約 130 名の 

利用があり、大変 

                              賑わいました。 
 

                             「読書週間」中には 

どんな本を手にされ 

ましたか？ 

期間中に出会った 

すてきな本も、教え 

てくださいね。        

 

 

【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。) 



 

 

 

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 
12:45～13:10 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 
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●定例行事 

★特別行事  
■休館日（第３水曜は館内整理日） 
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◎･･･3・10・17・24 放課後子ども教室「お楽しみ会」 

14:00～17:00（小学生対象） 

 

● 2・9・16 やっちゃんの青空教室 

● 14（水） 清ちゃんとつくっちゃお！       

● 20（火） 茶話会（一般対象） 

 

★ 12/22「クリスマス会」 

  まつぼっくりで、 

ミニクリスマスツリーを作ろう！  

      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
『おてんば魔女ガールズバンドで大スター！？』 
『おてんば魔女パジャマパーティーで人気者！？』 
『おてんば魔女魔女料理は☆☆☆料理！！』 
『うさぎちゃんとおひさま』     『うさぎちゃんとゆきだるま』 
『もうすぐハロウィーン』      『ハロウィンドキドキおばけの日！』   ありがとう 

 『チビまじょチャミー』       『チビまじょチャミーとにじのプリンセス』 
『おしゃれプリンセスミューナ ①②③』 
『千年の時を忘れて』        『千年の時をこえて』  
『日本の鳥の巣図鑑全２５９』    『どろんこライオン』  
『めざせ日本一！ －熱闘！北海アニマルズＶＳ熱々！大阪オイデヤス－』  
『ばいきんあたろ－ －はみがきしない子、みーつけた！－』       



                    
２０１１年１１月から貸出している 

新着図書の一部を紹介します。 
 
【小説】 
『境遇』 

  湊 かなえ 著 

デビュー作の絵本がベストセラーとなった陽子と、新聞記者の晴美は親友同士。

共に幼いころ親に捨てられた過去を持つ。ある日、脅迫状とともに、陽子の息

子が誘拐され…。 

『転迷』  

今野  敏 著 

相次いで変死した 2 人の外務官僚。捜査をめぐる他省庁とのトラブル。そして

娘を襲ったアクシデント…。降りかかる難問の連鎖を、大森署署長・竜崎伸也

はどう解くのか? シリーズ第 4 作。 

『マスカレード・ホテル』 

    東野 圭吾 著 

不可解な連続殺人事件。次の犯行現場は超一流ホテル・コルテシア東京と割り

出され、警察は潜入捜査を開始する。容疑者も、ターゲットも不明の中、事件

解決のためひとりの男が選ばれ…。 

『こいわすれ』    

畠中 恵  著 

お寿ずから懐妊を知らされ、日の本でいちばん優しい町名主の跡取りに化けた

麻之助。しかしその後、厳しい運命が容赦なく襲いかかってきて…。まんまこ

とワールド第 3 弾。 

『カンタ』   

    石田 衣良 著 

携帯ゲーム会社を設立し一躍時代の寵児となった耀司。事業拡大のため企業買

収にのりだすが、マネーゲームに翻弄され命を狙われる。親友・耀司を守るた

め、カンタはある決意のもと沖縄へ旅立つ。 

【その他の小説】 【その他の一般書】 

『吉原純情ありんす国』 

      長島 槇子 著 

『真夜中の探偵』    

      有栖川有栖 著 

『存在しなかった男』   

大村友貴美 著 

『柿のへた  

御薬園同心 水上草介』  

梶 よう子 著 

『白い鴉』 

      新堂 冬樹 著 

『平成猿蟹合戦図』    

      吉田 修一 著 

『ヒポクラテスのため息』   

福田 和代 著 

『地の鳥 天の魚群』        

奥泉  光 著 

『鼠、夜に賭ける』        

赤川 次郎 著 

『古手屋喜十為事覚え』 

      宇江佐真理 著 

 

『るるぶ マレーシア』 『るるぶ オランダ・ベルギー』  
『るるぶ 韓国』 『とっさの手話入門 お店で、駅で、病院で』  
『惑星気象学入門』 『NHK きょうの健康 痛風・高尿酸血症の食事術』 
『10 代からのマクロビオティックス』       久司 道夫 著 
『赤ちゃんが元気に育つ 安産＆つわり撃退！毎日の食事』 
『定年前に知らないと困るお金の基本』  
『かぎ針であむ！カラフル色のニット小物』     
『シンプルだから週末であみたい かぎ針あみのストール★スヌード★マフラー』  
『着こなし上手のニットのふだん着』      Ｍｉｃｈｉｙｏ 著 
『ツヤ髪 プログラム』     ヘアスタイリスト 古荘 文彦 著 
『浜内千波の 500kcal ヘルシーべんとう』   
『賢い子に育つ！0 歳からのらくらく子育てカヨ子ばあちゃん７３の言葉』     
『心に残る手作りひとことカード』  
『作って贈る吉田ちかこのしかけメッセージカード』 
『NHK 大河ドラマ・ストーリー 江 姫たちの戦国 完結編』   
『まるわかりストレッチ大事典』     『百歳』 柴田 トヨ 著 
『図解で詳しく 宇宙と素粒子のしくみ』      京極 一樹 著 
『月と暮らす。 月を知り、月のリズムで』     藤井 旭  著 
『なぜシロクマは南極にいないのか』   デニス・マッカーシー 著 
『糖尿病の人のためのおいしい食事自由自在』    吉田 美香 著 
『Ｎｅｗ 住まいのライティング 住居のライトアップ事例のバイブル！！ 』 
『年中使える 節電以前の 省エネの常識』     山川 文子 著 
『やさしい きもの用語小辞典 ５０音順ですぐ引ける１３００語』    
『手作りキャンドルの本 あかりを創る・あかりを楽しむ』  
『四季をつづる 和布の飾りもの』 
『一重・奥二重さんの魔法のメイクＢＯＯＫ』    新見 千晶 著 
『料理ならおまかせ ヘルシーな簡単おかず』   
『食べたら種まき ベランダでできるリサイクル農園』     ヒナ 著 
『手間いらずのらくちんガーデン  

成功実例 庭掃除も草取りももっともっと減らしたい』 
『楽しさ届ける はじめての絵封筒』        内尾 夕子 著 

新 着 紹 介 



 

                                      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】 
『おどるカツオブシ』 

      森  絵都 作 
カツオブシが大好きなぼくのお父さん。今日もお好み焼きにたっぷりか

けると、カツオブシが踊り、歌いはじめ…。キュートで、愉快で、 
バカバカしい、カツオブシ・ダンスをたっぷり描いたユーモア絵本。 

『のはらのおへや』 

みやこし あきこ 作 

引っ越してきたばかりのさっこちゃん。早くおとなりの子に 

会いたいのに、お留守です。どんな子かな? 仲良くなれるかな?  

おさない日の幸福な出会いを描いた絵本。 

『ようかいガマとの  

おイケにカエる』 

よしなが こうたく 作 

少年ユウタが見つけたカエルは妖怪だった!? そいつはガマとのと 

名のり、池に連れてかえれと怒ってる。おまけに家や町は妖怪 

だらけに。でも、実はけっこう昔からいたらしくて…。 

両見返しに妖怪図鑑つき。 

『どうぶつびょういん  

おおいそがし』 

ジャロン・レンタ 作・絵 

ぼくのママは、お医者さん。今日は、ぼくも一緒に動物病院に行く 

んだ。目覚まし時計を飲み込んだ犬さん、赤ちゃんがうまれそうな 

ブタさん。病院には、いろいろな患者さんがやってきて…。 

動物病院の 1 日を楽しく紹介。 

『あいうえあそびえほん』 

石津 ちひろ 文 

あいうえおおかみ、もりのなか。かきくけこうもり、ねむるあさ。 
さしすせそうっと、ぞうがきた…。 
リズミカルで愉快なことば遊びと、奇想天外でユーモア溢れる 
絵が楽しい絵本。 

『ゴリラとあそんだよ』 

やまぎわ じゅんいち 文 
2 匹のゴリラの子どもを見かけた男の子。目が合ったゴリラは 

「ニーッ」という顔をした。ぼくもまねしてやってみる。 

なんだか楽しくなって…。野生のゴリラが人間と同じような心を 

もっていることをやさしく描いた絵本。 

『地球をほる』 

川端  誠 著 

地球をほってアメリカにいくことにした、つよしとけんた。 

英語ができるけんたの姉さんも誘って、3 人でどんどんほって 

いくと…。読み進めていくうちに本が 180 度回転する、 

ナンセンス・アドベンチャー絵本。 

【その他の絵本や児童書】 

『恋する百人一首』  内海 準二 作  『やなせたかしのメルヘン絵本』  やなせたかし 文・絵 

『ごはんのとも』   苅田 澄子 文  『あそびましょ』          いしい むつみ 文 

『おれは サメ』   片平 直樹 作  『ぼうし』             井上 洋介 文・絵 

『あきねこ』  かんの ゆうこ 文   『うさぎを食べないわけ』      きむらゆういち 作 

『おばあちゃんのおはぎ』             野村 たかあき 作・絵 
『おおきなかぼちゃ』              エリカ・シルバーマン 作 

『なぞなぞのみせ』                石津 ちひろ なぞなぞ    
『ダンダンドンドンかいだんおばけ』            角野 栄子 作 
『わたしのママは魔女 ドキドキ★まほうレッスン』     藤 真知子 作 
『男の子のあそべる折り紙』 『女の子のあそべる折り紙』 
『ぼくって 女の子？？』              ルイス・サッカー 作 
『なんでも魔女商会 ⑰ きらめきハートのドレス』  あんびる やすこ 著 
『どんぐり まつぼっくり 落ち葉の工作ＢＯＯＫ』   おさだ のび子 著 
『からだにやさしい ヘルシースイーツ』         宮沢 うらら 著  
『コクリコ坂から』                 宮崎 駿 企画・脚本 


