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      １０月７日（日）まで 須佐図書館 視聴覚室にて 
 
毎月１回、お気に入りの本を紹介し合う読書会「茶話会」を開催しています。 
昨年の秋から約一年間、「茶話会」でとり上げられた話題の本を紹介文とともに 
展示しています。どうぞ、ごらんください。 

 
 
 

【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。) 

 
9 月４日（火）から 16 日（日）まで、視聴覚室でミニ展示 ～鉄道模型ジオラマで

旅行気分～を開催しました。初日は、須佐保育園の園児さんたちに見守られて、 

ジオラマの町の中を列車が走りました。 
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【小説】 

『君の夜を抱きしめる』   花形 みつる／作 

『空飛ぶ広報室』        有川 浩／著 

『野球小僧』         島村 洋子／著 

『虚像の道化師 ガリレオ７』 東野 圭吾／著 

『ふくわらい』        西 加奈子／著 

『もらい泣き』         冲方 丁／著 

『神様のカルテ ３』     夏川 草介／著 

『鍵のない夢を見る』     辻村 深月／著 

『南十字星の誓い』      森村 誠一／著 

『ラストコード』       堂場 瞬一／著 

『白ゆき姫殺人事件』     湊 かなえ／著 

 

 

『モンスター・シークレット』   藤本 ひとみ／著 

『ZONE 豊洲署刑事 岩倉梓』   福田 和代／著 

『十五夜物語』     夢枕 獏、寺田 克也／著 

『鴉浄土（からすじょうど） 公事宿事件書留帳』  

                澤田 ふじ子／著 

『政宗遺訓 酔いどれ小籐次留書』 佐伯 泰英／著 

『南へ舵を 新・古着屋総兵衛』  佐伯 泰英／著 

『あるじは家康』        岩井 三四二／著 

『明日のことは知らず 髪結い伊三次捕物余話』 

  宇江佐 真理／著 

【エッセイ】 

『自愛の手引書 養生事始』      玄侑 宗久／著 

【その他の一般書】 
 

『御朱印巡礼』  淡交社編集局／編 

『平和の毒、日本よ』  石原 慎太郎／著 

『わが家でできるこだわり清酒 本格ドブロクも指南』  

永田 十蔵／著 

『たった 15 分の週末家事 忙しい人ほどうまくいく！』  

沖 幸子／著 

『基本のホーム・ヘアカット はじめてでも失敗しない！ 

可愛いキッズヘアもパパのヘアカットもこの一冊でＯＫ！』  

中村 啓二／監修、主婦の友社／編 

『にんにく・しょうが・ねぎ・とうがらしの薬膳レシピ 

 たっぷり薬味で元気とキレイ！』 パン・ウェイ／著 

『野菜が主役！うーらのヘルシー遅ごはん』  

  庄司 智子／著 

『ムツゴロウ先生の犬と猫の気持ちがわかる本』   

 畑 正憲／著 

『はじめての和紙ちぎり絵入門  

四季の喜びを鮮やかに残す』   田中 悠子／著 

『草木染 染料植物図鑑 ②  

日本の身近な染料植物 120』  山崎 青樹／著 

『めざせ上級！太鼓（とこ）とんどこどん』 

  浅野太鼓文化研究所／出版 

『アッというまにマジシャンになれる本』 

  ゆうき とも／著 

『楽しい！日帰り山歩き入門 はじめてでも安心！』  

神崎 忠男／監修 

 

 
 

『今さら聞けないパソコンの常識 

 なんだ！こーゆーことだったの！（改訂 4 版）』 

トリプルウイン／著 

『レンズが撮らえた幕末維新の志士たち』  

 小沢 健志／監修 

『ビジネスのマナー・文書・実務の基礎知識』  

佐々木 怜子／監修 

『「テンパらない」技術』  西多 昌規／著 

『ベランダプチ菜園 とれたてを楽しむ！』  

  永田 あおい／監修 

『ハンドメイドベビーenanna の 80～90 センチ

サイズのかわいいお洋服』  朝井 牧子／著 

『ヤギと暮らす 田舎暮らしの相棒に！』   

今井 明夫／著 

『サインペンでイラスト かわいいお絵描き練習帖』  

がなはようこ：ピポン／著 

『らくらくオーブン陶芸  

クッキー感覚で手軽に焼ける』 両角 香／著 

『ローマ字でわかる！ 初めてのハングル 

 看板もメニューも、すぐ読める』 鄭 銀淑／著 

『イラストでわかる水屋の準備と後かたづけ』  

   入江 宗敬／監修 

『歩き続けよう 手と足のない私にできること』 

  佐野 有美、藤本 美郷／著 

『ぬくもりあるインテリアがつくれる本』 

学研パプリッシング／出版 

新 着 紹 介 2012 年９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】 
 

『よろしくともだち』  内田 麟太郎／作、降矢 なな／絵 

『ちこく姫』   よしなが こうたく／さく 

『おにぎりがしま』  やぎ たみこ／作 

『ずっとずっといっしょだよ』  宮西 達也／作・絵 

『くろくまくんどんなかたち？』  たかい よしかず／さく・え 

『ライオンのよいいちにち』  あべ 弘士／作 

『ごちそうがいっぱい （あらしのよるにスペシャル）』  きむら ゆういち／作、あべ 弘士／絵 

『おじいさんのはやぶさ HAYABUSA2070』  間瀬 なおかた／作・絵、川口 淳一郎／監修 

 

【物語】 
 

『くまざわくんがもらったちず』  きたやま ようこ／作 

『願いのかなうまがり角』  岡田 淳／作 

『きみの声がききたいよ！』  ルイス・サッカー／作、はら るい／訳 

『月までサイクリング』  ティモ・パルヴェラ／作、末延 弘子／訳 

『ハロウィーンの魔女 マジカル★ストリート⑥』  日本児童文学社協会／編 

『恋の真剣勝負！ お願い！フェアリー⑦』  みずの まい／作 

『ダヤンと恐竜のたまご』  池田 あきこ／著 

 

【その他の児童書】 
 

『とっておきのはいく』  村上 しいこ／作 

『もうどう犬リーとわんぱく犬サン』  郡司 ななえ／さく 

『骨と筋肉大図鑑 ④ 哺乳類』  今泉 忠明、真鍋 真／監修 

『元素がわかる事典 世界は何からできている？ 発見の歴史から特徴・用途まで』  宮村一夫／監修 

『恐竜パーフェクト大図鑑』  小畠 郁生／監修、寺越 慶司／絵 

『絶滅の大研究 恐竜はなぜ滅んだの？ 過去の大量絶滅から現在の危機まで』   

磯崎 行雄／監修、丸岡 照幸、上松 佐知子／著 

『影絵』  後藤 圭／文、劇団かかし座／監修 

『これなんてよむ？ たべもののかんじ』  すなやま えみこ／さく・え 

 

 

 

 

 

図書館には、大きな活字の本があります。 

字が小さいため読みづらく、読書の喜びから遠のいていらっしゃる方、 

試しに読んでみませんか。 

須佐図書館所蔵の『池波正太郎短篇ベストコレクション』（全６巻）、 

『松本清張自選短篇集』（全４巻）など「大きな活字で読みやすい本シリーズ」 

（リブリオ出版）は、この大きさの文字です。 

もっと大きな文字の本も萩図書館から取り寄せることもできます。 

 



 

 

月 火 水 木 金 土 日 

1 2 

田万川 

 

3 

須佐 A 

46○や  

弥 富 

57○や  

須佐 B 

 

68◎ 

 

 

7 

 

8 9 

 

 

10● 

須佐 A 

11○や  

弥 富 

12○や  

須佐 B 

13◎ 14 

15 16 

田万川 

 

17 

 

18○や  

弥 富 

19○や  

須佐 B 

20◎ 21 

22 23 

 

 

24● 

須佐 A 

25○や  

弥 富 

26○や  

須佐 B 

 
 

27◎★ 28 

29 30● 

 

 

31★ 

須佐 A 
■休館日（第３水曜日は館内整理日） 

● 定例行事 

★ 特別行事 
 
○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） 

 

 

      

 
     

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

 

  
                           
                                                      
 
 
 
  
     

   
 
 

 
お話しの出前の「草の芽」さんが、やって来てくれました。 
ブラックパネルシアターあり、手あそびあり、大型絵本の読み聞かせあり、次回はいつかな～ 
 

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 

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 

絵本は、いくつになっても楽しいもの。

大人の人も読んでみて！ 

ジョントネット萩「草の芽」さん の 夏のおはなし会 8/24 

 
 

★しかけ絵本展 ～11/11 

★「茶話会」よみもの展 

 
★2○火 ～7○日  「茶話会」よみもの展 

★25○木 ～11/11○日  ＊休館日は除きます 

し か け 絵 本 展 9:30～18:00 

★27○土  古本市 9:00～17:00 

★31○水  豆本づくり 

     <小学生対象〉15:00～ 

 

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

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

●30○火  茶話会 14:00～ <一般対象> 

 

ある日の 
児童書 

コーナーにて 

   行 事 報 告 ２  


