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と  き 平成２５年２月１４日（木）～２８日（木） ＊休館日は除く。 
                     午前９時３０分～午後６時 
ところ 須佐図書館 視聴覚室 
内 容 毎週土曜日に須佐図書館で開催している「放課後子ども教室」で、 

今年度作成した‘布おもちゃ’や‘つるし飾り’を展示します。 
 
 

【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。) 

12 月 21 日にクリスマス会を開催し、 

かわいいゆきだるまのポップアップ飾りが 

できました。 
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【小説】 

『神去なあなあ夜話』   三浦 しをん／著 

『週末カミング』         柴崎 友香／著 

『君想曲』           新堂 冬樹／著 

『結婚家族』       渡辺 淳子／著 

『ジョン・マン 望郷編』 山本 一力／著 

『ふる』         西 加奈子／著 

『55歳からのハローワーク』 村上 龍／著 

『夢をかなえるゾウ ２ ガネーシャと貧乏神』 

             水野 敬也／著 

 

『残り火』        小杉 健治／著 

『汚れちまった道』    内田 康夫／著 

『ライフ・アンド・デス』 藤田 宜永／著 

『潜伏者』         折原 一／著 

『謎解きはディナーのあとで ３』 

             東川 篤哉／著 

『維新銃姫伝 会津の桜 京都の紅葉』 

            藤本 ひとみ／著 

『世界が終るわけではなく』 

        ケイト・アトキンソン／著 

【その他の一般書】 

『僕の死に方 エンディングダイアリー500 日』 

金子 哲雄／著 

『日本の選択 あなたはどちらを選びますか？ 

 先送りできない日本２』     池上 彰／著 

『怒る！日本文化論 よその子供とよその大人の 

叱りかた』   パオロ・マッツァリーノ／著 

『子育てが終わらない 「30 歳成人」時代の 

家族論』        小島 貴子、斎藤 環／著 

『ひとり親でも子どもは健全に育ちます  

シングルのための幸せ子育てアドバイス』 

佐々木 正美／著 

『今日のうんこ』       おおたわ 史絵／著 

『脳梗塞の治し方・防ぎ方』  岡田 芳和／著 

『図解でわかる坐骨神経痛』 

           村 睦弘／監修 主婦の友社／編 

『子どもの身長を伸ばす栄養と食事』  

端 理香／著 

『こころも育つ〈図解〉ホタルの飼い方と観察』 

                     場 信義／著 

『鉄道メカニズム探究 エンジニアが鉄道の 

技術をわかりやすく綴る』     辻村 功／著 

 

『かぎ針編みのちっちゃなアクセサリー 

＆髪かざり 』     河出書房新社／出版 

『おいしい珈琲を自宅で淹れる本』  

富田 佐奈栄／著 

『はじめてでも大丈夫！きほんの園児 

おべんとう』     脇 雅世／監修・料理 

『ケーキポップスの本』   下迫 綾美／著 

『かわいいカップケーキ 作って楽しい！ 

食べてうれしい！』       本橋 雅人／著 

『贈り物にしたい大人のショコラ』  

黒川 愉子／著 

『山岳読図シミュレーション BOOK 

道迷い、遭難を防ぐ最新ナビゲーション 

テクニック』            枻出版社／出版 

『手作りにチャレンジ！ 

お手玉ひめのひなまつり』伊藤 祐子／著 

『忍者 起源から忍術・武器まで闇の軍団の 

真実に迫る！』        川上 仁一／監修 

『誰でも２オクターブ出せる 

ヴォイストレーニング』野口 千代子／著 

新 着 紹 介 201３ 年 １ 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】 

『あるいてます』                                       みやにし たつや／作・絵 

『ゆきのひ』                   くすのき しげのり／原作、いもと ようこ／文・絵 

『ちびくま』  キャサリン・アリソン／ぶん、ピアーズ・ハーパー／え、栗栖 カイ/やく 

『どうぶつえんのおふろやさん』                        とよた かずひこ／さく・え 

『しょうがつがくると』                         川崎 洋／さく、沢田 としき／え 

『しゃもじいさん』                                           かとう まふみ／作 

 

【物語】 

『くろくまレストランのひみつ』          小手鞠 るい／作、土田 義晴／絵 

『くりぃむパン』                          濱野 京子／作 

『コリドラス・テイルズ』                       斉藤 洋／著 

『だれかさんのかばん』                森山 京／作、高橋 和枝／絵 

『夜空のダイヤモンド なんでも魔女商会⑲』          あんびる やすこ／著 

『雨ふる本屋』                          日向 理恵子／作 

 

【その他の児童書】 

『キッズペディア こども大百科大図解』                 小学館／出版 

『世界史図鑑 みんなが知らない歴史の秘密』 

ティム・クーク／著、増田 ユリヤ／監修、池内 恵／訳 

『ずかん宝石 見ながら学習 調べてなっとく』    飯田 孝一／監修、川島 隆義／写真 

『チャレンジミッケ！ ⑨ タイムトラベル』 ウォルター・ウィック／作、糸井 重里／訳 

『おしりをしりたい』                      鈴木 のりたけ／作 

『トリックアートおばけやしき』  北岡 明佳／監修、グループ・コロンブス／構成・文 

『山に肉をとりに行く』                    田口 茂男／写真・文 

 

 

 

    
 

あれ?! あれれれれ・・・？!  思いがけないトリック、おかしな現象、 

子どもから大人まで楽しめるトリックアートや錯視の本をお楽しみください。 

 
  

 

 

このお菓子を作ってみたい！  

お洒落なラッピングを試してみよう！（市販のチョコだけど…。） 

手作りメッセージカードをそえよう！（お店で買って、きれいに包んでもらったけど…。） 
       

贈り物をするときに、ちょこっとだけ手を加えて、自分らしさを出してみてはいかがでしょうか。 

参考になりそうな、お菓子作り、ラッピング、手作りカードの本をそろえました。 

 

 

 



 
 
 

 

月 火 水 木 金 土 日 

■休館日 

（第３水曜日は館内整理日） 

1 

 

 

29◎8 3 

4 5 

田万川 

 

66 

須佐 A 

77○や  

弥 富 

88○や  

須佐 B 

99◎ 10 

11 12 

 

13● 

須佐Ａ 

14○や  

弥 富 

15○や  

須佐 B 

 

16◎ 17 

18 19 

田万川 

 

20 

須佐 A  

 

21○や  

弥 富 

22○や  

須佐 B 
 

23◎ 24 

25 26● 

 

27● 

須佐 A 

 

28○や  

弥 富 

 

 
● 定例行事 

○や  やっちゃんの青空教室 

◎ 放課後子ども教室  14:00～17:00（小学生対象） 

 

 

      

 
     

 

 

 

 

 

 
  
 

 

                           
                                                      
 
 
      

  中学生や高校生が読むのに、ちょうどよい本を 

  並べた‘ティーンズコーナー’を設けました。 

  中学生・高校生が主人公の小説や、 

若い彼女・彼ら向けの各種テーマの本、 

気軽に読める絵本などがあります。 

まだまだ冊数は少ないですが、ご利用ください。 

  もちろん、中学生・高校生以外の方も 

  どうぞごらんください。 

 

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 

 
●13○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> 
 

★14○木 ～28○木  ＊休館日は除く 

まなぼう館「放課後子ども教室」作品展 
9:30～18:00 

 

★まなぼう館 

｢放課後子ども教室｣
作品展 

    お 知 ら せ  

目印は、背表紙の 

赤紫色のシール！ 


