難しそう…。

本の名前は知ってるけど…。
まだ読んだことない。

そんなあなた！
雨が続く梅雨だから！ 名作に挑戦してみませんか？
『ポケット日本文学館
吾輩は猫である 上下』
夏目 漱石：著 講談社
「吾輩は猫である。名前はまだない。
」
捨て猫の「吾輩」が見た世界とは。猫
の視点から人間社会を批評する斬新
な方法と、全編にあふれるユーモアと
風刺で、夏目漱石の名を世にしらしめ
た長篇の代表作。
『斜陽』太宰 治：著

新潮社

『ほんとうの「ドラッグ」
』
近藤 恒夫：著 講談社
覚せい剤、大麻、MDMA…。薬物依
存から立ち直った著者が、実体験をも
とに語る「ドラッグ」の真実。ドラッ
グとは何か、薬物依存とは何か、その
悲しさやむなしさを、実際にどん底を
経験したものにしか書けない言葉で
伝える。
『お菓子の本の旅』
小手鞠 るい：著 講談社
お菓子の本にのっているのは、涙エ
ッセンス入りフルーツケーキ、にこ
にこ入りひつじ雲スコーン…。時空
を超えた初恋物語。

メニュー
☆新着本
☆雨の日はじっくり読書
☆６月９日はロックの日
☆新着ＤＶＤ＆CD

『いつか蝶になる日まで』
小森 香折：著 偕成社
クラスで浮いてしまった美可、気にな
る女の子ができたマサ、大人っぽいク
ラスメートに憧れる百合絵…。蝶にな
る前のサナギの季節の子どもたちが
出会う不思議なできごとをえがく。
連作短編集。

『Girls,Be…』
松本 えつを：編 PHP 研究所
泣いたっていい。大切なのは、今日、
涙を涸らしきって、明日、心から笑う
こと…。大人の階段をのぼっている女
子に贈る「強くて優しい人」になるた
めのヒント集。

没落貴族の家庭。最後の貴婦人の母、麻
薬中毒で破滅していく弟。そんな中、破
滅への衝動を持ちながら女性の自立を
考える“かず子”。新しいものを生み出
すために、美しき滅びを望んだ太宰の悲
愴なまでの心情を表した一冊。

『悲鳴伝』
『日本の名作文学案内』 三木 卓：監修 集英社
『あらすじで出会う世界と日本の名作 55 』
川村 たかし：監修

ポプラ社

『J ブンガク』 「J ブンガク」制作プロジェクト編
ディスカヴァー・トゥエンティワン

『林真理子』

林

真理子：著

文藝春秋

『宮部みゆき』

宮部

みゆき：著

『村上龍』

村上

龍：著

文藝春秋

『重松清』

重松

清：著

文藝春秋

文藝春秋

西尾 維新：著 講談社
どこにでもいない 13 歳の少年・空々
空。風変わりな少女、剣藤犬个が現れ
たとき、日常かもしれなかった彼の何
かは終わりを告げた。人類を救うため
巨悪に立ち向かう英雄は、果たして死
ぬまで戦うことができるのか?

イエローラベルコーナーに、ぞくぞくと新刊入荷中！
ここに紹介した本以外もあるよ☆

（C）角川書店

『きみが見つける物語 運命の出会い編』
角川文庫編集部：編 角川書店
偶然、近くの席に座ったから。共通点が
あったから。それとも、正反対だったか
ら? 私たちは出 会いと別 れ を繰り返
し、成長し続けていく…。あさのあつこ、
魚住直子らによる小説 6 編を収録。
厳選読みきり短編集。
『みんなの!新・定番アニソン
ベスト 15』
シンコーミュージック・エンタテイメント

「God knows...」
「創聖のアクエリオ
ン」
「残酷な天使のテーゼ」
「儚くも永
久のカナシ」など、人気&定番のアニ
ソン全 15 曲を収録したバンド・スコ
ア。

色がついている日は図書館が閉まっている日です

2012 年 6 月
６月９日はロックの日。ロックに限らずいろん
なジャンルの音楽に触れてみてはいかが！？

日
義則：監督
小学館

警察犬訓練士を目指す杏子は、入所したての訓
練所でまだ子犬のきな子と出会う。
「体が弱く
警察犬にはなれない」という所長に、杏子は「私
がきな子を警察犬にします!」と宣言。そして
見習いコンビの奮闘が始まるのだが…。香川県
丸亀市にいる日本一有名な見習い警察犬・きな
子の実話から生まれた感動の物語。

シンコーミュージック・エンターテインメント：出版
ジョン・レノンや今話題の個性的なミュージシャンたちが放
った個性的な名言の数々の背景、影響、真意などを音楽ジ
ャーナリストたちが徹底解説！

『バンドはじめようよ！
ロックギター』
自由現代社編集部：編・著：出版
楽器の入門から始めてライブ・デビューま
でサポートするエレキ・ギターの入門書。各
種奏法、アンプやエフェクターの音づくり、
メンテナンスなどがわかる。RADWIMPS「おし
ゃかしゃま」などバンドスコアも掲載。

『パスカルドゥバイヨンの
ピアノと仲良くなれるテクニック講座』
パスカル・ドゥバイヨン著

音楽之友社

ピアノの特性を生かしたテクニックの身に付け方、

火

水

木

『きなこ～見習い警察犬の物語～』
小林

『ロックの名言』

月

『究極ベスト』
サンボマスター：演奏
Sony Music Records
2010 年にバンド結成１０
周年を迎えたサンボマスタ
ー。彼らの初のベストアル
バムがコレ。10 年分の熱い
思いが詰まった作品です。
キミの人生にもサンボの歌
が必要な時が来る！！…か
も！？
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イエローラベルって、なあに？
図書館のたたみスペース横のコーナーに行ったこと
はありますか？そこには、中学生以上、大人以下の
人々にオススメしたい本が並べてあります。本の背表
紙のラベルは“黄色”。ややサブカルチャー的、でも
実は人生で役に立つ本もちらほらあったりして・・・。
ぜひ手にとってみてね★

■■■ 編集後記 ■■■
気分まで憂鬱になる梅雨の時期ですね。
雨でなかなか外に出られない時だから、じっくり
本を読んでみませんか？
おすすめの本、たくさんありますよ！

練習や暗譜の方法、適切な指使いの見つけ方な
どを、実際にレッスンをしている時のような口調で
楽しく解説！

鹿島市民図書館 TEL0954-63-4343

