『宇宙の「一番星」を探して 』
谷口 義明：著 丸善出版
137 億年の歴史を持つ宇宙。宇宙最初の星
はいつ、どこで、どのように誕生したので
しょうか。宇宙最初の星の発見は天文学者
にとって最大のロマンでもあります。130
億万光年以上の彼方へ、一番星を探しに行
きましょう。
『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そんな時代。
天気予報のみならず大規模災害で活用される
人工衛星や宇宙旅行など、仕事場、ビジネス・
チャンスの場としての宇宙を案内します。
『宇宙女子』
蒼竜社
宇宙関係の仕事と聞かれたら何を思い浮か
べますか？
JAXA や民間協力企業から、科学館、プラ
ネタリウムなどにかかわる女性たちのイン
タビューを通して働く仕事内容、楽しさ、
そして宇宙関連職業に就く方法を紹介。

『満天の星と青い空』
西森 博之：著 小学館
隕石のせいで、地球の文明は数日で崩
壊。その時、新吾は京都に修学旅行中。
故郷の東京を目指して、数人の仲間と徒
歩で帰還の旅に出る。法も秩序も失われ
た世界で、生き残れるのか。青春サバイ
バルストーリ。

NHK「麻里子さまのおりこうさま!」制作班：協力

☆宇宙の不思議
☆人生の先輩に感謝を

『君の夜を抱きしめる』
花形 みつる：著 理論社
彼女もいないのにイクメン!?突然、
赤ん坊を育てることになった新太
郎。バイトをしながら、夜泣きにお
むつ替えなど育児の日々でふらふ
ら。そして次に訪れた災難は女難で
…。

『歩き続けよう』
佐野 有美：編 飛鳥新社
手足のないリーダーから 3 年。先天
性四肢欠損症の著者が作詞し話題に
なった CD「歩き続けよう」をコンセ
プトに周囲の人に支えられてきた半
生をつづったエッセイ集。

『こころ 2

三十一番目の生徒』
七瀬 晶：著 角川書店
母校へ新任高校教師として赴任して
きた双葉絆。この高校には七不思議の
言い伝えが伝わっていた。そして絆
は、不思議な出来事に遭遇する。人の
心と絆に触れるＳＦファンタジー。

『麻里子さまのおりこうさま!』
『宇宙少年』野口 聡一：著 講談社
『天文学』ダン・グリーン：著 玉川大学出版部
『今夜も宇宙の片隅で』笹生 陽子：著 講談社

メニュー
☆新着本

ポプラ社

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☆

☆新着ＤＶＤ＆CD

『ブラスデイズ』
中山 智幸：著 ＮＨＫ出版
「今日の最高は、明日の最低！」を合
言葉に熊本県立北倉高校吹奏楽部の
部員 17 人と若き顧問 3 人がくりひ
ろげる群像グラフィティ 。 ユーモラ
スな会話を交えながら、青春のひと時
をメロディにのせて。
『レガッタ！』
濱野 京子：著 講談社
県 内 有数 の進 学校であ る美 園女子
で、ボート部に入部した飯塚有里。
思い描いていた青春を全て捨てて、
365 日ボート漬けの毎日。ボートは
一人では漕げない。それを知った時
波が揺れ、しぶきが上がる！
『ひらめく欠片に希え』
結城 光流：著 角川書店
阿倍晴明の末孫、安部昌浩が神祓衆で
修行を初めて約 3 年。そんな中、長兄
の阿倍成親から至急都に戻るように
と文が届く。急遽戻った昌浩を待ち受
けていた陰陽寮の敵とは！

色がついている日は図書館が閉まっている日です

9 月 17 日（月）は敬老の日です。

2012 年 9 月

おじいちゃんおばあちゃんへ

日

月

『おじいちゃんの口笛』
ウルフ・スタルク：著 ほるぷ出版
たこを作ったり、口笛を教えてくれたり、
本当の孫のように遊んでくれるおじいち
ゃんと老人ホームで出会ったぼくら。そん
なおじいちゃんが誕生パーティーを開い
た後に亡くなってしまう。少年たちと老人
の暖かくも切ない触れ合いを描いた物語。

アイバン・ライトマン：監督
ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

『あたらしい図鑑』
長薗 安浩：著 ゴブリン書房
中学 1 年生の少年が病院で出会った老人は
詩人だった。２人は友人となり、言葉にな
らないモヤモヤや自分の感情、言葉をスケ
ッチブックにスクラップする約束をする。
老いること、別れと新たな出会い。老詩人
が少年に伝えたかったこととは…。

『夏の庭-The Friends-』
湯本 香樹実：著 徳間書店
人が死ぬ瞬間を見てみたい、ぼくらは町外れ
に暮らすひとり暮らしの老人を観察し始め
た。それに気づいて憤慨していたおじいさん
も、やがて少年たちの来訪を楽しみに待つよ
うになる。３人の少年と老人のかけがえのな
い夏を描く。

主婦の友社
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『しずかな日々』椰月 美智子：著
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ピーター、レイモンド、イゴンの科学者 3 人組が結
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成したオバケ撃退部隊“ゴーストバスターズ”。派
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手な宣伝が功を奏し有名になった頃、世界は悪魔の
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支配下におかれてしまい、街は大混乱。ニューヨー
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クを舞台に繰り広げられる SF コメディームービ

『まつりちゃん』岩瀬 成子：著

水

『ゴーストバスターズ』

感謝の気持ちを伝えてみませんか？

『ガッチャ!』ジョーダン・ソーネンブリック：著

火

日

ー。

『ベスト』
かりゆし 58：演奏
LD＆K
2005 年沖縄県出身の 4 人組で結成。沖縄音階
にロック、レゲエなどのサウンドを取り入れた曲
とかざらないストレートな歌詞で世代を超えて
人気をよんでいる。今回、新曲を含む初のベスト
アルバムが登場！代表曲「アンマー」はじめ、オ
リコン TOP10 入りを果たした「さよなら」
、人
生における一瞬一瞬の大切さを歌う「オワリはじ
まり」など、代表曲を収録！
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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２学期が始まりましたね。
これから、体育大会、文化祭と行事が盛りだくさ
んだと思います。暑さもまだまだ盛り。体調を崩
さないように、水分はこまめにとってください
ね。

『おばあちゃんが、くれたもの』なかむら みつる：著 青春出版社

鹿島市民図書館 TEL0954-63-4343

