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 謹んで新春のお慶びを申し上げます。今年の干支は午（うま）。馬と

いえば、阿東の地福地区に伝わる「といとい」という年中行事がありま

す。平成２４年３月に国の重要無形民俗文化財に指定されました。 

1 月 14 日に子どもたちが各家をまわり「とーいとい」と言って縁先

に藁馬（わらうま）を置き素早く物かげに隠れます。家人はお菓子など

を置き藁馬を持って家に入り、その隙に子どもたちは置かれたものを持

ち去ろうとしますが、家人は家に入ったと見せかけて水をかけようとし

ます。子どもたちはその水を浴びないようにかわさなければなりません。  

この藁馬、なかなか作り方が難しいのです。先日イベントで「といとい

ストラップを作ろう！」というコーナーに参加し、挑戦してみました。 

地福のお母さんたちにみっちり教えてもらいようやく完成（写真手前）。地域の人たちをつなぐこの

素敵な伝統行事がいつまでも続いて行きますように。今年もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

小説・エッセイ 

「村上海賊の娘」上・下      和田 竜 

「黒書院の六兵衛」上・下    浅田 次郎 

「猫を拾いに」         川上 弘美  

「まほろ駅前狂騒曲」     三浦 しをん 

「潮鳴り」            葉室 麟 

「冬虫夏草」          梨木 香歩       

「燃える家」          田中 慎也         

「晩年様式集」        大江 健三郎 

「ほろびぬ姫」         井上 荒野 

「新釈にっぽん昔話」      乃南 アサ         

「花咲小路一丁目の刑事」    小路 幸也 

「天使の柩」          村山 由佳 

「悪医」            久坂部 羊 

「はなとゆめ」          冲方 丁 

「女子漂流」  中村 うさぎ／三浦 しをん 

「久しぶりの海苔弁」      平松 洋子 

「すばらしい日々」    よしもと ばなな 

「世の中それほど不公平じゃない」浅田 次郎 

「アジア全方位」       四方田 犬彦 

実 用 書 

「編みものともだち」     三國 万里子 

「羊毛フェルトで作る絵本のマスコット」 須佐 沙知子 

「こんな糸で編んでみたい」  ＭＯＯＲＩＴ 

「北欧雑貨めぐりヘルシンキガイド」ジュウ・ドゥ・ポゥム 

「りんごのお菓子」       齋藤 真紀 

「材料入れてコトコト煮込むだけレシピ」 堤 人美 

「スープジャーのお弁当」    奥薗 壽子 

「もうひとつ食べたくなる軽やかな焼菓子」 吉川 文子 

「七十二候の料理帖」 うつくしいくらしかた／編 

「４７都道府県の純喫茶」    山之内 遼 

『「賛否両論」のおせちとごちそう』笠原 将弘 

「ナチュラルスタイルで暮らす」 ハーンス・ブロムクヴィスト 

「京都てくてくちょっと大人のはんなり散歩」伊藤 まさこ 

その他一般書 

「現代語訳 学問のすすめ」 福沢 諭吉／著  伊藤 正雄／訳 

「図書館が街を創る」     楽園計画／編 

「子どもの難問」        野矢 茂樹 

「修道院のお菓子と手仕事」   柊 こずえ         

「特攻」   『特攻最後の証言』制作委員会  
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「出雲の山城」         高屋 茂男 

「天、共にあり」         中村 哲 

「人が集まるチラシの作り方」  坂田 静香      

「田舎の実家の片づけ方」    赤澤 健一    

「あのメニューが生まれた店」  菊池 武顕       

「日本の農山村をどう再生するか」保母 武彦 

「農業と人間」        生源寺 眞一 

「ひとり農業日誌 2011－2012」渡辺ヘルムート直道 

「世界農業遺産」        竹内 和彦 

『最強「ご当地定番」のつくり方』勝山 良美 

「みつばち飼う人この指とまれ！」 御園 孝 

「新しい広場をつくる」    平田 オリザ 

「ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａのわくわくワークショップ」  ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａ 

「植田正治のつくりかた」    植田 正治 

「昭和歌謡１００名曲」     塩沢 実信 

「悲しき歌姫（ディーヴァ）」   大下 英治 

「自転車ツーリングハンドブック」山と渓谷社／編 

「渡辺一樹が教えるいまどきのスキーテクニック」     渡辺 一樹 

「それでも前を向くために」   高橋 大輔 

「人生に打ち勝つ野村のボヤキ」 野村 克也 

「迷いながら、強くなる」    羽生 善治 

「吉田松陰著作選 留魂録・幽囚録・回顧録」    吉田 松陰／著  奈良本 辰也／編 

文 庫 

「押絵の奇蹟」         夢野 久作 

「雀蜂」            貴志 祐介 

「ヤノマミ」           国分 拓 

「北愁」             幸田 文 

児童書＆ティーンズ 

「ヘンリー君と新聞配達」 ベバリイ・クリアリー  

「水の精とふしぎなカヌー」    岡田 淳 

「ひいきにかんぱい！」     宮川 ひろ 

「いちばんわかりやすい彗星のひみつ」縣 秀彦 

「盆栽えほん」         大野 八生  

「レントゲン」          風野 潮 

「終物語」上          西尾 維新 

絵 本 

「ねこのモグとかぞくたち」ジュディス・カー 

「だましえだいく」       青山 邦彦 

「しろちゃんとはりちゃん」 たしろ ちさと 

「とてもおおきなサンマのひらき」 岡田 よしたか 

「十二支のおやこえほん」     高畠 純 

「はーくしょい」       せな けいこ 

「ＵＦＯのつくりかた」    中垣 ゆたか 

「ぼく、仮面ライダーになる！」   のぶみ 

● ここで紹介した本は新しく入った本の一部です。詳細は山口市立図書館のホームページでご覧頂けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※は曜日が違います。運行日にご注意ください。 

 

 

 

※ 1 月 23 日(木)は図書整理日のため休館です。 

篠生分館 10:00～10:50 1 月 6 日（月）  20 日（月） 

生雲分館 13:00～13:50 2 月 3 日（月）  17 日（月） 

柚木地域活性化センター10:30～11:20 1 月 13 日（月）  27 日（月） 

地福分館 13:30～14:20 2 月 10 日（月）  24 日（月） 

嘉年分館 10:20～11:10 1 月 15 日（水） 29 日（水） 

徳佐小学校 12:40～13:30 ※2 月 13 日（木） 26 日（水） 

日 月 火 水 木 金 土 

   １ ２ ３ ４ 

５ ６ ７ ８ ９ 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

お正月のえほん 

新春第一弾の絵本コーナーはお正月関連の絵本を集めてみま

した。よみきかせにぴったりの「もちづきくん」（作･中川ひろたか 

絵･長野ヒデ子／ひさかたチャイルド）や、川端誠さんの落語絵本シリー

ズ、高畠純さんの十二支のことばあそびえほんシリーズなど、楽

しい絵本がいっぱい。ぜひご利用ください。お待ちしています！ 


