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 阿東図書館が新しくなって半年が経ちまし

た。なかには毎日のように足を運んでくださ

る方もいます。郭伝灝（かくでんこう）さん

もそのひとり。郭さんはとても手先が器用。

羊毛フェルトで動物たちを作ります。新刊図書コーナーの見張り

番「ミナミコアリクイ」も郭さんの作品。新刊コーナーにあった

「ミナミコアリクイ」（松原 卓二／写真・文 イースト・プレス）の写真集を

みて創作意欲が湧いたそうです。その後もたくさんの動物たちが次々と誕生しています。そんな郭さ

んの周りにはいつも子どもたちがいっぱい。私たちもいつも郭さんから元気や刺激をもらっています。

図書館という場所が、本に限らず人や新たな知との出会いの場であることを感じずにはいられません。 

 ※郭伝灝さんは「今こそ伝える日中１００人」（北京大学日本校友会／編 白帝社）の中で紹介されています。 

 

 

小説・エッセイ小説・エッセイ小説・エッセイ小説・エッセイ    

「翔ぶ少女」          原田 マハ 

「アルモニカ・ディアボリカ」  皆川 博子 

「燗」            瀬戸内 寂聴 

「リアスの子」         熊谷 達也 

「ジョン・マン 青雲編」    山本 一力 

「ＧＯＳＩＣＫ」        桜庭 一樹 

「雪月花黙示録」         恩田 陸 

「舞台」            西 加奈子 

「彼が通る不思議なコースを私も」白石 一文 

「小川洋子の陶酔短編箱」    小川 洋子 

「一千兆円の身代金」      八木 圭一 

「りぽぐら！」         西尾 維新 

「退屈のすすめ」        五木 寛之 

『終わらない原発事故と「日本病」』柳田 邦男 

「おとこのるつぼ」       群 ようこ 

実実実実    用用用用    書書書書    

「中古住宅リノベーションでかなえるナチュラ

ルスタイルの家」      主婦と生活社 

「衣・食・住暮らしの雑貨帖」 甲斐 みのり 

「焚火かこんで、ごはんかこんで」どい ちなつ 

「羊毛フェルトのブローチ」  佐々木 伸子 

「和食の知られざる世界」     辻 芳樹 

「アリス・ウォータースの世界」   小学館 

「ＮＨＫ連続テレビ小説ごちそうさんレシピ 

ブック」  ＮＨＫドラマ制作班／製作協力 

「料理をおいしくする切り方のひみつ」 脇 雅世 

「きのこの常備菜」       信太 康代 

「みんなの献立表」         地球丸 

「他郷阿部家の暮らしとレシピ」 松場 登美 

その他一般書その他一般書その他一般書その他一般書    

「世界の夢の図書館３７」  エクスナレッジ 

「世界一素朴な質問、宇宙一美しい答え」 

ジェンマ・エルウゥン・ハリス 

「小山薫堂が９０歳のおばあちゃんに学んだ大

切なこと」        小山 薫堂／編 

「金持ちトーク貧乏トーク」    野口 敏 

「楽しい古墳案内」    松木 武彦／監修 

「維新の後始末」        野口 武彦 

「黒田官兵衛歴史読本」別冊歴史読本   KADOKAWA  

「軍師官兵衛」         NHK 出版 

「皇帝フリードリッヒ二世の生涯 上・下」 塩野 七生 

 ３３３３月号月号月号月号    



「世界で一番美しい森への旅」 エクスナレッジ 

「日本の決断」          池上 彰 

「クラウドで増殖する悪意」    森 達也 

「脳を活かす伝え方、聞き方」 茂木 健一郎 

「男性論」         ヤマザキ マリ 

「暮らしのなかの植物」     斎藤 たま 

「いつか“遺族”になる時のために」 吉田 太一 

「福を呼び込む和のならわし」 広田 千悦子 

「ヤマザキマリのアジアで花咲け！なでしこたち ２」ヤマザキ マリ 

『「沖縄シマ豆腐」物語』      林 真司 

『気力をうばう「体の痛み」がスーッと消える本』富永 喜代 

「かくれん部（ぼ）」    かくれん部探検隊 

「食養生」           境野 米子 

「いのちを選ぶ社会」      坂井 律子 

「走りが変わるロードバイクの本」竹内 正昭 

「ヴァン・ナチュール自然なワインがおいしい理由」   中濱 潤子 

「文型のためのエネルギー入門」 リチャード・A．ムラー 

『園芸「コツ」の科学」』     上田 善弘 

「眺める禅」          枡野 俊明 

「天野祐吉の CM 天気図傑作選」 天野 祐吉 

「その気持ちを伝えるために」 八木 亜希子 

「ハーフマニア」    ミスター・ユニオシ 

「東洋美術をめぐる旅」 東京国立博物館／編著 

  

「読むだけで絵がうまくなる本」 山田 雅夫 

「ヘンリー・ダーガー非現実を生きる」 ヘンリー・ダーガー 

「イラストで読む印象派の画家たち」 杉全 美帆子 

「ぼくは戦争は大きらい」  やなせ たかし 

「ロシア暮らしの中のかわいい民芸」 小我野 明子 

『なぜ競馬学校には「茶道教室」があるのか』 原 千代江 

「下町ボブスレー」       細貝 淳一 

「愛される話し方」      吉川 美代子 

「NHK のアナウンサーも悩む間違いやすい日

本語１０００」   NHK アナウンス室／編 

「じゃっで方言なおもしとか」  木部 暢子 

「えーっ！これ、言い間違い！？」 かおり＆ゆかり 

児童書＆ティーンズ児童書＆ティーンズ児童書＆ティーンズ児童書＆ティーンズ    

「若草物語 上･下」ルイザ・メイ・オルコット 岩波少年文庫  

「鬼まつりの夜」        富安 陽子 

「うんこはごちそう」      伊沢 正名 

絵絵絵絵    本本本本    

「つきよのニャロベエ」     古内 ヨシ 

「どこどこハート」         tupera tupera 

「だるまなんだ」      おおなり 修司 

「うまれたよ！サンショウウオ」 松沢 陽士 

● 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。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

篠生分館 10:00～10:50 ３月３日(月)  17 日(月) 

31 日(月) 生雲分館 13:00～13:50 

柚木地域活性化センター10:30～11:20 
３月 10 日（月）  24 日（月） 

地福分館 13:30～14:20 

嘉年分館 10:20～11:10 
３月 12 日（木） 26 日（水） 

徳佐小学校 12:40～13:30 

日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    

                        １１１１    
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30303030    31313131                        

ひなまつり＆女子が大かつやく！の絵本ひなまつり＆女子が大かつやく！の絵本ひなまつり＆女子が大かつやく！の絵本ひなまつり＆女子が大かつやく！の絵本    

    もうすぐひなまつりーということで、女の子が大かつやく！する

絵本を集めてみました。おなじみの「ねむりひめ」「ラプンツェル」

をはじめ、のぶみの「おひめさまようちえん」シリーズ（絵本の杜）、

おしゃまな女の子「デイジー」シリーズ（小峰書店）など楽しくて可

愛らしい絵本がいっぱい。よみきかせなどにぜひご利用ください。 

※ ４月以降のぶっくんの運行コース、時間につきましては 

山口市立図書館のホームページ等でご確認ください。 


