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      １１月１１日（日）まで 須佐図書館 視聴覚室にて 
午前９時３０分～午後６時 

  
ページをめくると恐竜やおばけたちが立体的に登場したり、 
わくわくドキドキのしかけ絵本がいっぱいです。  

 
 
 

【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。) 

 
１０月５日（金）、移動図書館‘まなぼう号’の巡回ステーション、須佐保育園で 

巡回職員の‘やっちゃん’が絵本のよみきかせをしました。 

秋にぴったりのおいもを分け合うお話でした。次回はなにかな～！？ 

  



                    
 

 
 
 
【小説】 

『幸せの条件』   誉田 哲也／著 

『光降る丘』    熊谷 達也／著 

『つむじダブル』  小路 幸也／著 

『うさぎのたまご』 咲乃 月音／著 

『ひらいて』    綿矢 りさ／著 

『微笑む人』    貫井 徳郎／著 

『解』       堂場 瞬一／著 

『空より高く』   重松 清／著 

『生きるぼくら』  原田 マハ／著 

『ノエル』     道尾 秀介／著 

『雪まんま』    あべ 美佳／著 

 

 

『ソロモンの偽証 第Ⅰ部 事件』  宮部 みゆき／著 

『ソロモンの偽証 第Ⅱ部 決意』      〃 

『廃工場のティンカー☆ベル』    永嶋 恵美／著 

『赤猫異聞』            浅田 次郎／著 

『春はそこまで 風待ち小路の人々』 志川 節子／著 

『安芸の夫婦貝 若殿八方破れ』   鈴木 英治／著 

『花見ぬひまの』          諸田 玲子／著 

『散斬 交代寄合伊那衆異聞』    佐伯 泰英／著 

『春霞ノ乱 居眠り磐音江戸双紙』    〃 

『深川思恋 剣客船頭』       稲葉 稔／著 

『別れ船 女だてら麻布わけあり酒場』風野 真知雄／著 

『逆浪果つるところ 重蔵始末七 蝦夷篇』 逢坂 剛／著 

『ティンカーズ』  ポール・ハーディング／著 

【その他の一般書】 

『「ソーシャルメディア」が２時間でわかる本』 

レッカ社／編著 

『おもしろ地名・駅名歩き事典』 村石 利夫／著 

『思わず誰かに話したくなる経済の不思議  

エコノ探偵団』  日本経済新聞社／編 

『スズメバチ 都会進出と生き残り戦略』中村 雅雄／著 

『どうしてもがんばらなくてはならない人の 

徹夜完全マニュアル』  宮崎 総一郎、森国 功／著 

『シャルキュティエのソーセージレシピ』村上 武士／著 

『おうちで作る和菓子レシピ１２か月 電子レンジで手軽

にカンタン』  鳥居 満智栄／著 

『会社四季報 業界地図 ２０１３年版』  

  東洋経済新報社／編 

『ラブコメ』  原田 マハ、みづき 水脈／著 

『切るナビ！ 庭木の剪定がわかる本』 上条 祐一郎／著 

『ナショナルジオグラフィックが見た地球の絶景』  

 幾島 幸子／訳 

『島根県謎解き散歩』  藤岡 大拙、瀧音 能之／編著 

『山中伸弥先生に、人生と iPS 細胞について聞いてみた』 

  山中 伸弥／著、緑 慎也／聞き手 

『夢の再生医療を実現する iPS 細胞』 

  ニュートンプレス／出版 

『症状から読み解く診断事典』  

マイケル・アップル、ジェイソン・ペイン-ジェームズ

／著、瓜田 純久／監訳 

 

『農家が教える自給エネルギーとことん活用読本』  

農文協／編 

『手編みの指なし手袋＆リストウォーマー』 

  河出書房新社／出版 

『にほんのおまじない』  広田 千悦子／著 

『図解・台風の科学』 上野 充、山口 宗彦／著 

『好きになる生物学』  吉田 邦久／著 

『検査と数値を知る事典』  和田 高士／著 

『加齢臭読本 いくつになっても、におわない人の

習慣』  奈良 巧／著 

『栄養素の通になる 食品成分最新ガイド』 

 上西 一弘／著 

『有元葉子 うちのおつけもの』 有元 葉子／著 

『ポリ袋漬けのすすめ 気楽で簡単おいしさ本物』 

荻野 恭子／著 

『ヘルシー！豆乳レシピ』 

キッコーマン飲料株式会社／監修 

『鉄道レア車両大百科』  レア車両研究会／編著 

『鉄道旅行日本地図 西日本編』 

  成美堂出版編集部／編 

『世界のハイスピードトレイン』  

秋山 芳弘、三浦 一幹、原口 隆行／著 

『カメラの教科書 基本からはじめる人のための

写真の手引き』  岡嶋 和幸／著 

『教えて先生！くらしの書』  齊藤 紫香／著 

『花の立体切り紙』  大原 まゆみ／著 

新 着 紹 介 2012 年１０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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『幸福な田舎のつくりかた 地域の誇りが人をつなぎ、 

小さな経済を動かす』 金丸 弘美／著 

『多肉植物図鑑 多肉植物 129 種掲載 寄せ植えアドバ

イスもいっぱい！』 松山 美紗／著 

『ガーデニング DIY ガイド 思うままに作って楽しむ 

庭づくり』 グラフィック社編集部／編 

 

『いまからでも遅くない！大人の「運動音痴」が 

みるみるよくなる本』 深代 千之／著 

『ああ！懐かしのプロ野球黄金時代』 山口 瞳／著 

『祈りの作法』 玄侑 宗久／著 

『川柳入門はじめのはじめ』 

  田口 麦彦／著 

 

 

【絵本】 
 

『ぼくのトイレ』   鈴木 のりたけ／作・絵      『ねんどろん』     荒井 良二／著 

『まってるまってる』 高畠 那生／作              『だれのたまご』  斉藤 洋／作、高畠 那生／絵 

『だるまさんと』   かがくい ひろし／さく      『まわるおすし』  長谷川 義史／作 

『やきいもするぞ』  おくはら ゆめ／作 

『あなた』         谷川 俊太郎／文、 長 新太／絵 

『でんしゃはっしゃしまーす』  まつおか たつひで／作 

『ねこまるせんせいのおつきみ』 押川 理佐／作、渡辺 有一／絵 

『ミュージック・ツリー』      アンドレ・ダーハン／作、きたやま ようこ／訳 

『どんぐりむらのおまわりさん』 なかや みわ／さく 
 
【物語】 

 

『シーラカンスとぼくらの冒険』  歌代 朔／作 

『ハンナの記憶 I may forgive you』  長江 優子／著 

『かいけつゾロリのメカメカ大さくせん』  原 ゆたか／さく・え 

『学校の魔法使い マジカル★ストリート⑩』  日本児童文学者協会／編 

『世界の果ての魔女学校』  石崎 洋司／作 

『きみスキ 高校生たちのショートストーリーズ』  梨屋 アリエ／著 

『おひさまやのたんぽぽスプレー』  茂市 久美子／作 よしざわ けいこ／絵 

『オバケの長七郎』  ななもり さちこ／作、きむら なおよ／絵 

『バク夢姫のご学友』  柏葉 幸子／作 

『チュウチュウ通り２番地 クツカタッポと三つのねがいごと』   

エミリー・ロッダ／作 さくま ゆみこ／訳 たしろ ちさと／絵 
 

【その他の児童書】 
 

『錯覚の大研究 人の知覚の不思議にせまろう！トリックアートから手品まで』  北岡 明佳／監修 

『総合商社図鑑 未来をつくる仕事がここにある』  三井物産／監修、青山 邦彦／絵 

『月の満ちかけ絵本』  大枝 史郎／文 佐藤 みき／絵 

『世界の危険生物 ニューワイド学研の図鑑』  学研教育出版／出版 

『きのこの不思議 きのこの生態・進化・生きる環境』  保坂 健太郎／著 

『新幹線・特急 1000 全国名車決定版！』  学研教育出版／出版 

『ココがスゴい新幹線の技術 速さと安全を支えるしくみを大公開』 梅原 淳／著 

『日本の電車大研究 人気のひみつをさぐろう！ 路面電車からリニアモーターカーまで』 川島 令三／監修 

『光ファイバー通信のひみつ』 （学研まんがでよくわかるシリーズ 71） 

『岩石・鉱物・化石』 （小学館の図鑑 NEO） 

『カビのふしぎ 実験しよう』  井沢 尚子／著、細矢 剛/監修・写真 

『デジタルカメラのひみつ（新版）』 （学研まんがでよくわかるシリーズ 7０） 

『はじめての編み物 ゆびあみ』 寺西 恵里子／作 

『みぢかなしぜんではやくちことば くさばなのまき』  平田 昌広／作 

 

 



 

 

月 火 水 木 金 土 日 

 16○や  

弥 富 

27○や  

須佐 B 

3 

 

4 

 

★しかけ絵本展 

5 6 

田万川 

 

7 

須佐Ａ 

8○や  

弥 富 

99○や  

須佐 B 

10◎ 11 

★しかけ絵本展 

12 13 

 

 

14● 

須佐 A 

15○や  

弥 富 

16○や  

須佐 B 

17◎ 18 

19 20 

田万川 

 

21 

須佐Ａ 

22○や  

弥 富 

23 

 

24◎ 25 

26 27● 

 

28● 

須佐 A 

29○や  

弥 富 

30○や  

須佐 B 
 

 

 
■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）  
 

 

      

 
     

 

 

 
    

 

 
  
                           
                                                      
 
 
 
  
     

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

わりばしと輪ゴムを使って飛ばす、

紙飛行機を作りました。 

 
★～11/11○日  ＊休館日は除きます 

し か け 絵 本 展 9:30～18:00 

 
●14○水  清ちゃんとつくっちゃお～！ 

15:00～  <小学生対象>  

●27○火  茶話会 14:00～ <一般対象> 

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

 

「茶話会」 と「茶話会」よみもの展 9/26～10/7 

    行 事 報 告 Ⅱ 

自分の興味や関心を広げるきっかけとなる読書会、 

あなたも いかがですか！ 

10/10  
清ちゃんと 

つくっちゃお～！ 


