『高校生からわかる原子力』
池上 彰：著 ホーム社
人間はどのようにして原子力を手に
入れたのか。安全神話はなぜ崩れたの
か。そして事故後の原発はどうなるの
か。原子力にまつわる知識を、歴史を
追いながら、高校生にも理解できるよ
う口語文で説明する。

『旅に出よう』
近藤 雄生：著 岩波書店
オーストラリアで平和な国に暮らす意味
を、タイでは勉強できることの幸せを知っ
た。自分らしい生き方を探して海外に旅立
った著者が、各地で出会った人々の姿を通
して「生きること」の意味を探る。

『きっとどこかの空の下で』 三輪 裕子：著
『猫町』 萩原 朔太郎：著 パロル舎
『世界の地図を旅しよう』
『ちなつの歩き方』

今尾 恵介：著

若槻 千夏：著

小峰書店

毎日新聞 刊

『宇宙へ「出張」してきます』
古川 聡：著 毎日新聞社
医師から宇宙飛行士に転職し、初飛行
で日本人最長の連続滞在日数 167 日
間を記録。100 を超える科学実験やミ
ッション、プログレス事故、スペース
デブリ衝突の危機を乗り越え帰還した
著者の、宇宙での日々を紹介する。
『鴨とぶ空の、プレスリー』
野中 ともそ：著 理論社
おれの親父はプレスリーおたくの
４６歳。音痴なのに「なんちゃって
プレスリー・バンド」をやっている。
ある日、超いいかげんなダメ父に巻
き込まれ、おれはブルースの街・メ
ンフィスに行くことに…。

白水社

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☆

宝島社

『走れ!やすほ にっぽん縦断地雷教室』
上 泰歩：著

国土社

☆夏休み！旅に出よう！
☆自由研究なんにする？
☆新着ＤＶＤ＆CD

『チャボとウサギの事件』
岩崎 夏海：著 文藝春秋
ある朝、学校のチャボが惨殺された。
発見者は小学 6 年の隻眼の美少女リ
コ。リコの幼馴染、蘭太郎は学年の
異端児とともに真相に迫る。現代の
「神話」としての少年少女小説。

『乙女みやげ』
甲斐 みのり：著 小学館
乙女な女子の心をつかむ、美しい民芸品
から、かわいらしい生活雑貨、モダンク
ラフトまで、日本全国のおみやげものを
紹介。みうらじゅんとの対談「乙女みや
げと乙女いやげ」も収録。

『ももこの世界あっちこっちめぐり』
さくら ももこ：著 集英社
憧れのスペインではガウディの作品を見
て感動し、パリではピエール・ラニエの時
計を手に入れ、バリ島でラフティングに挑
戦する。6 カ国 13 都市を駆けめぐる、壮
大な爆笑旅行全記録。

メニュー
☆新着本

『道しるべ』
瀬戸内 寂聴：著 講談社
作家であり住職である瀬戸内寂聴が
次世代を担う若者に熱く語る生き方
指南。
「常識を疑え」
「挑戦する勇気を
持て」「愛するために生きよ」といっ
た珠玉の言葉が満載。
『介助犬を育てる少女たち』
大塚 敦子：著 講談社
介助犬を訓練する「ドッグ・プログラ
ム」。その経験をとおして、さまざまな
問題や生きづらさを抱えた少女たちが、
少しずつ変わっていく…。アメリカの少
女更正施設で暮らす１０代の若者たち
の姿を追ったノンフィクション。
『日本のエネルギー、
これからどうすればいいの?』
小出 裕章：著 平凡社
原発廃止はもちろんだが、何よりも一
人一人が日々の生活を考え直すべき
だ。日本のエネルギーの将来を、根本
から考える。全体像がとらえにくい現
代社会の問題を、テーマごとにやさし
くひも解くシリーズ。

色がついている日は図書館が閉まっている日です

2012 年 8 月

『アリス・イン・ワンダーランド』

『学研の中学生の理科自由研究』
学研教育出版：編 学研教育出版
身近でふしぎな現象をはじめ、中学理科の
学習に関連した研究やイオン、DNA など
の発展的な研究、エコをテーマにした実験
など、自由研究のテーマを具体的に紹介。
実験成功のポイントやレポートに役立つ
情報も満載。

『中学生の理科学研の自由研究
地球環境編
水と空気とくらしをチェック!』
学研：編 学研
理科の自由研究はこの本におまかせ! 最
近話題の「地球環境」に関する自由研究向
けに、すぐできて、アイディア満載の生き
ているテーマを具体的に紹介。

『身近なもので実験しよう』
愛知県刈谷市児童生徒理科研究推進
グループ：編
誠文堂新光社
噴水の不思議、レモンを入れると変わる
紅茶の色の秘密、風鈴の音を科学する、
布団は干すとなぜふくらむのか、など身
近な「なぜ?」をテーマにした中学生の
調べ学習のモデル例を紹介する。

ヤングコーナーに『自由研究』の特集を
しています。是非参考にしてみては！？

ティム・バートン：監督
ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン
ルイス・キャロルのあまりにも有名なファンタ
ジー小説「不思議の国のアリス」
。誕生から 140
年を経て今も愛される物語に、鬼才ティム・バ
ートン監督が独自のオマージュを捧げ、まった
く新しい“アリスのその後の世界”を描いてい
るのが、本作『アリス・イン・ワンダーランド』
です。ティム・バートン×ジョニー・デップ×
「アリス」の不思議の世界×ディズニーという
至高のタッグが創り上げた、夢を現実化したか
のような不思議すぎる映像です。

『HOW CRAZY YOUR LOVE』
YUI:演奏
Sony Music Records
『HELLO ~Paradise Kiss~』『Green a.live』
『Rain』
『It's My Life』などの「大ヒットシン
グル」収録! さらに新曲盛りだくさん!YUI の珠
玉の名曲が詰まったファン待望、1 年 4 ヶ月ぶ
りの『オリジナル・ニューアルバム』!! 完全に
ティーンのカリスマになった「YUI」は、いまや
アジアの歌姫としても注目を集めています! 日
本だけでなくアジアからも注目のマストアイテ
ムの完成です!
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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 ■■■
長いと思っていた夏休みもあっという間！
夏を思う存分楽しんでいますか？
夏の間にたくさん思い出を作りましょう。
暑さにまけずに忘れられない夏にしましょう！

鹿島市民図書館 TEL0954-63-4343

