『サッカーボーイズ 15 歳』
はらだ みずき：著 角川書店
桜ケ丘中学サッカー部に、新しい顧問がや
ってきた。有無を言わさずチーム改革を断
行する監督に困惑する部員たち。大切な試
合が迫るなか、チームを立て直すべくキャ
プテンの遼介が立ち上がるが…。
『走れ!T 校バスケット部１～７』
松崎 洋：著 彩雲出版
都立 T 校のバスケット部は、創部以来、
ほとんどの公式戦で勝ったためしがない
弱小チーム。ある日、部員の俊介が交通
事故に遭い、右手を切断することに。だ
が入院先の大学病院で知り合ったモーガ
ンがある提案を…。
『たまごを持つように』
まはら 三桃：著 講談社
自信が持てず臆病で不器用な早弥。ター
ゲットパニックに陥った天才肌の実良。
黒人の父をもち武士道を愛する少年、
春。たまごを持つように弓を握り、心を
通わせていく、中学弓道部の男女 3 人が
織りなす青春小説。

『日本代表になろう!』
『武士道セブンティーン』
『夏から夏へ』
『部活お悩み相談室』
『強くなるドリル・シリーズ』
『スマッシュ×スマッシュ!』

ペナルティ：著 主婦と生活社
誉田 哲也：著 文藝春秋
佐藤 多佳子：著 集英社
高畑 好秀：著 山海堂
ベースボール・マガジン社
松崎 洋：著 徳間書店

『めだかボックス 上』
西尾 維新：著 集英社
箱庭学園教師陣 VS 完璧すぎる新入
生・黒神めだか! 小説版ではじめて明
かされる、めだかが生徒会長に登りつ
める以前のエピソード「第 0 箱」を収
録。同名コミックのノベライズ。

メニュー
☆新着本
☆スポーツで輝く夏
☆読書感想文課題図書・感想画指定図書

『あの日、君と Boys』
ナツイチ製作委員会：編 集英社
あの日、君との出会いで、僕の人生は
少しだけ変わった。伊坂幸太郎、井上
荒野など 8 人の作家が、不器用で、
ナイーブで、ひたむきな「少年たち」
を描く。
「少女たち」の物語を収録し
た「あの日、君と Girls」も同時刊行。
『Junko さんのデコ♥蒸しケーキ』
Junko：著 小学館
ホットケーキミックスを使ったかわ
いい蒸しケーキのレシピを、型の底に
絵柄を描いて電子レンジで作るタイ
プと、表面に絵柄を描いて蒸し器で作
るタイプに分けて紹介。特別な道具や
材料がなくても、気軽に作れます。
『モールで作ろう』
くまだ まり：著 マガジンランド
細い芯に毛脚のあるアクリル糸を絡
めた、ひねるだけで色々な形に変化す
る面白い素材「モール」。海外ではセ
ニール=毛虫とも呼ばれ、インテリア
装飾、クリスマスのデコレーションや
煙突の掃除などにも使われている身
近なアイテム。そんなモールを使った
作品集！

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☆

☆新着ＤＶＤ＆CD

『フューチャーウォーカー 7
愛しい人を待つ海辺』
イ ヨンド：著 岩崎書店
チェインとミはハルシュタイル侯爵
と行動をともにしていた。シンスライ
フを追うため、レッドサーパント号に
乗りこもうというのだ。北の地で時を
めぐる奇跡の旅が終結する！
『宇宙就職案内』
林 公代：著 筑摩書房
宇宙を職場にしているのは、宇宙飛
行士や天文学者ばかりじゃない! 地
球の生活圏は上空 36000 キロまで
広がっているのだ。JAXA や国立天
文台など、仕事場、ビジネスの場と
しての宇宙を紹介する。
『東京スカイツリーに男泣き!』
見ル野 栄司：著 大和書房
東京下町に建てられた“新時代の希
望”東京スカイツリー。元メカトロ
ニクスエンジニアの漫画家が、世界
一の高さを誇るタワーのとてつもな
い 技 術と 魅力 をコミッ クで 紹介す
る。

色がついている日は図書館が閉まっている日です

2012 年 7 月
『地をはう
風のように』
高橋 秀雄：著
福音館書店

『地球の声に
耳をすませて』
大木 聖子：著
くもん出版

『パスタでたどる
イタリア史』
池上 俊一：著
岩波書店

『ダーウィンと
出会った夏』
ジャクリーン・
ケリー：著
ほるぷ出版

『シュレック

フォーエバー』
マイク・ミッチェル：監督
パラマウント

ドリームワークス・アニメの大ヒットシリーズ最終
章。
「遠い遠い国」で平和に暮らす怪物シュレックだ
ったが、長年「遠い遠い国」の王座を狙っていた魔
法使いランプルスティルスキンの罠にはまり、もう
一つの「遠い遠い国」に送り込まれてしまう。何が
何だかわからないシュレックは、フィオナ姫ほか、
仲間たちに声をかけるが、誰もが
シュレックを知らないという……。

『怪物は
ささやく』
パトリック・
ネス：著
あすなろ書房

『オン・ザ・
ライン』
朽木 祥：著
小学館

『Mind Travel』
Superfly：演奏
ワーナーミュージック・ジャパン

『闇のダイヤモンド』

『ミンティたちの
森のかくれ家』

キャロライン・
B.クーニー：著
評論社

キャロル・ライリー・
ブリンク：著
文溪堂

課題図書・指定図書を借りる時には
次のことを守ってください

●一人につき２冊まで
●本の返却日は必ず守ってください。
●貸出の延長はできません。
この他にも、読書感想文・感想画にオススメの本を紹介し
ています。どんな本がいいのか迷ったら、図書館をのぞい
てみませんか。

過去 2 作のオリジナル・アルバムはいずれもオリ
コンチャートで 1 位に輝く Superfly の、約 1 年
9 ヶ月ぶり待望の 3rd アルバム!
「 Wildflower 」「 タ マ シ イ レ ボ リ ュ ー シ ョ ン 」
「Eyes On Me」
「Beep!!」などのヒットシングル
のほか、ドラマ「BOSS」の主題歌である「Rollin’
Days」など全 14 曲収録!
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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 ■■■
いよいよ夏休みですね！
長～いお休みは、なかなかできないことに挑戦で
きるチャンス。いろんなことにチャレンジしてみ
てください。
もちろん、宿題もお忘れなく。

鹿島市民図書館 TEL0954-63-4343

