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             たなばたにちなんだおはなし会のあと、 

おりひめさまとひこぼしさまの‘ゆらゆらモビール’を作ります。 
          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。)  

 
6 月 13 日（水）、「お父さんとおじい 

ちゃんの読み聞かせ会」を開催しました。 

おふたりの男性の方が読み手となって、

地域の子どもたちが お話の世界を 

楽しみました。 

ながどみ あつし 

永冨 淳さん 

（須佐） 

みばら よしひろ 

美原 喜大さん 

（田万川） 



                    

 

 

 

 

【小説】 

『田中慎弥の掌劇場』    田中 慎弥／著 

『バナナ剝きには最適の日々』 円城 塔／著 

『家族ずっと』        森 浩美／著 

『星に願いを、月に祈りを』  中村 航／著 

『三匹のおっさん ふたたび』 有川 浩／著 

『愛について』        白川 玄／著 

『百鬼夜行 陽』      京極 夏彦／著 

『サクラ咲く』       辻村 深月／著 

『サファイア』       湊 かなえ／著 

『エス』          鈴木 光司／著 

『和解せず』        藤田 宜永／著 
 

『破戒者たち 小説・新銀行崩壊』   高杉 良／著 

『高原のフーダニット』      有栖川 有栖／著 

『棟居刑事の見知らぬ旅人』     森村 誠一／著 

『コンカツ？』           石田 衣良／著 

『猫背の虎 動乱始末』       真保 裕一／著 

『鋼の魂 僕僕先生』        仁木 英之／著 

『夢に見た娑婆 縮尻鏡三郎』    佐藤 雅美／著 

『奈落の顔 高瀬川女舟歌』    澤田 ふじ子／著 

『あした 慶次郎縁側日記』    北原 亞以子／著 

『壬生烈風 幕末京都守護職始末』 藤本 ひとみ／著 

 

【その他の一般書】 

『日本のリキュールガイド』 双葉社／出版 

『希望をもらえる日本の言葉 

 日本の歌が伝える 53 のメッセージ』 長田 暁二／監修 

『パパは、絵本作家 毎日のんびり子育て』 のぶみ／著 

『地震と火山の日本を生きのびる知恵』 鎌田 浩毅／著 

『さようなら、もんじゅ君 

 高速増殖炉がかたる原発のホントのおはなし』 もんじゅ君／著 

『斉藤謠子 キルトの花束』  斉藤 謠子／著 

『「子育て」と「ママ」の上手な関係。ボストンで３人を 

育てた５年間の喜びと悩みの日々』 柴田 倫世／著 

『色神さまと色のひみつ 本当に役立つ色の使い道』   

ポーポー・ポロダクション／著 

『カンタンＤＩＹブック 女子のための家具作り決定版』 

  DIY 女子部／監修 

『いのちの再建弁護士 会社と家族を生き返らせる』 

  村松 謙一／著 

『女性泌尿器科へ行こう！ 

骨盤臓器脱・尿もれ・間質性膀胱炎の治療と手術を受ける人へ』   

竹山 政美、藤井 美穂、ひまわり会／著 

『カンタン 獣医さんが教える手づくり愛犬ごはん』 

  小林 豊和／監修 

『週末！キャンプ＆アウトドア Vol．1 

100％現地取材！みんなの自己流キャンプスタイル大集合』 

学研パブリッシング／出版 

『英語にあきたら多言語を！ ポリグロットの真実』  

  トニー・ラズロ／著、小栗 左多里／画 

 

 

『おじさん図鑑』  なかむら るみ／絵・文 

『キチンと体から毒を出す食』  増尾 清／著 

『農家が教える発酵食の知恵』  農文協／編 

『おうちで梅しごと』 ベターホーム協会／編集 

『親子で着たい簡単おそろい服 Sa-Rah さんの人気 

パターンで作る』  主婦と生活社／出版 

『突破する力 希望は、つくるものである』 

  猪瀬 直樹／著 

『元気と勇気が湧いてくる経済の考え方』  

   柳川 範之／著 

『男の収納 テーマは“見せる”収納。』 

枻出版社／出版 

『地下水位制御システムＦＯＥＡＳ  

水田農業自由自在 導入と活用のポイント』   

藤森 新作、小野寺 恒雄／編著 

『確実に上達するソフトバレーボール』  

  日本ソフトバレーボール連盟／監修 

『かんたん！海釣り入門 オールカラー図解 

仕掛けのセットと釣り方がすぐに分かるガイドブック』 

ケイエス企画／出版 

『最近人気のある J-POP ヒット曲あつめました。

2011 総集編 ピアノ弾き語り』（楽譜集） 

  シンコーミュージック・エンタテイメント／出版  

『かわいい壁面プチ 新学期・春・夏編』   

ひかりのくに編集部／編著 

『スクラップブッキングの基礎 BOOK』  

 久米 英美子／監修 

新 着 紹 介 2012 年６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】 
 

『いーとんの大冒険』           なばた としたか／さく 

『のぞいてみたら』            ささき みお／作 

『パンケーキをたべるサイなんていない？』 アンナ・ケンプ／さく、サラ・オギルヴィー／え 

『ようちえんがばけますよ』        内田 麟太郎／文、西村 繁男／絵 

『ちっちゃなしろうさぎ』         ケビン・ヘンクス／作、いしい むつみ／訳 

『いるの いないの』           京極 夏彦／作、町田 尚子／絵、東 雅夫／編 

『おとうさん・パパ・おとうちゃん』    みやにし たつや／作・絵 

『ぶたのモモコとフルーツパーラー』    森山 京／作、黒井 健／絵 
 

【物語】 

『またおいで』             もりやま みやこ／作 

『チョコレートと青い空』   堀米 薫／著 

『走れ！マスワラ』         グザヴィエ＝ローラン・プティ／作 

『地をはう風のように』     高橋 秀雄／作 

『オン・ザ・ライン』       朽木 祥／作 

『ここがわたしのおうちです』 アイリーン・スピネリ／文、渋谷 弘子／訳 

『怪物はささやく』         パトリック・ネス／著、シヴォーン・ダウド／原案、池田 真紀子／訳 

 

【その他の児童書】 

『へいわってどんなこと？』  浜田 桂子／作 

『地球の声に耳をすませて 地震の正体を知り、命を守る』  大木 聖子／著  

『どうやって作るの？ パンから電気まで』  オールドレン・ワトソン／作 

『親子で楽しむおりがみずかん 写真を見ながら折れる たっぷり 127 作品』  小林 一夫／著 

『ピアノはともだち 奇跡のピアニスト辻井伸行の秘密』  こうやま のりお／著 

『持続可能な社会をつくるユニバーサルデザイン』  神保 哲生／監修 

『すぐにできる！楽しいダンス ③ フォークダンス・ベスト編』  向山 洋一／監修、ＴＯＳＳ／編著 

『パスタでたどるイタリア史』  池上 俊一／著 

『こわい！不思議！江戸の怪談絵事典 お化け・妖怪から怪奇現象まで』  近藤 雅樹／監修、どりむ社／編集 

『カモのきょうだいクリとゴマ』  なかがわ ちひろ／作・絵、中村 玄／写真 

『ビジュアル版 生きている!?恐竜の世界 ⑤ アンキロサウルス・ステゴサウルスのなかま』 

  ﾛﾆｰ・ﾗﾝﾄﾞｰﾙ／文、ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ・ｳｪｽﾄ／絵、小畠 郁生／日本語版監修、池田 比佐子／訳 

『目で見て分かる！放射能と原発 ＣＧとイラストで丁寧に解説 原子力ってなに!?』  澤田 哲生／監修 

『わたしのひかり』  モリー・バング／作、さくま ゆみこ／訳 

『羽生善治のこども将棋 終盤の勝ち方入門 「詰み」「寄せ」がすぐに分かる！』   

羽生 善治／監修、小田切 秀人／執筆 

 

 

新聞コーナーに、次の６紙を置いています。 
 

山口新聞、毎日新聞、朝日新聞、讀賣新聞、日刊スポーツ       
…以上５紙は日刊紙 

その週の新聞を閲覧室に、それ以前の１年前までのものは書庫に保存しています。  

はぎ時事 …毎週金曜日発行（月４回。１ヶ月に５回金曜日がある月は、１回休刊日） 
 



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） 

1 

 

 

2 3 

 

 

46★ 

須佐 A 

57○や  

弥 富 

68○や  

須佐 B 
79◎ 8 

9 10 

田万川 

 

11● 

須佐 A 

12○や  

弥 富 

13○や  

須佐 B 

 

14◎ 

 

15 

 

16 17 

 

 

18 

須佐 A 

19○や  

弥 富 

20 

須佐 B 
21◎ 22 

23 24 

田万川 

 

25● 

須佐 A 

26○や  

弥 富 

27 

須佐 B 
28◎ 29 

30 31● 

 

 

 

 

●11○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～  <小学生対象> 

●25○水    ヒロ・マリのできるかな？ 

    ～ゆらゆらお化け風鈴を作ろう～ 
    15:00～  <小学生対象> 

●31○火  茶話会 14:00～ <一般対象> 

 

★14○水  たなばた会 

     ～ゆらゆらモビール作り～ 

どなたでもご参加ください！ 

  

                           

                                                      

 

 

 

 

 

 

                                          

                           
                                            

育英小学校の巡回時に、図書館スタッフ‘やっちゃん’が 
「青空教室」を開催しています。この日は、牛乳パックでブーメランを作って飛ばしました。 

 

平日の朝は、 
ラジオ体操で 
準備運動！  

バキバキ身体から
音が…。 

みなさんも一緒に
いかがですか？ 

 

やっちゃんの青空教室 ６/1 

    
 行 事 報 告 Ⅱ 

● 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） 


