『シャインロード 』
升井 純子：著 講談社
お世辞にも優等生とは言えないごく普通の
女子高生、三冬は就活真っ最中。だが、なか
なか内定が取れず苦戦中。そんなある日、学
校の帰り道に印刷所のアルバイト募集を見
つける。三冬はそのアルバイトを通じて働く
意味、社会での自分の役割を実感していく。
『海猫宿舎』
長野 まゆみ：著 光文社
世界の環境が大きく変わった時代。海猫が飛
び交う岬はずれの“海猫宿舎”で５人の少年
たちが療養し勉強している。そこに青い目を
した新しい先生がやってきて―。やがて少年
たちに静かな奇跡が起こる。

『きみと、妖精と、真冬の夏休み』 氷月 あや：著
竹下 文子：著

『冬の入江』

文芸社

角川書店

『風、つめたい風』 レズリー・ノリス：著
マッツ・ヴォール：著

『ぼうしとまきもの』
日本ヴォーグ社
編み物初挑戦のあなたにオススメ！
まっすぐ編むだけのマフラーから、
北欧柄、ポンポン付ニット帽まで初
級から中級までのおしゃれな小物
3０点の編み方集。クリスマスまで
に間に合う!?かも。
『ぼくの噓』

『グッバイマイフレンド』
福田 隆浩：著 講談社
「おれたちだけでさ、タクヤの葬式やっ
てやろうぜ。
」友達の「死」をどう受けと
め、乗り越えていくのか…。ある日突然、
事故で突然亡くなってしまったクラスメ
イトをめぐる担任の先生と子供たちのオ
ムニバス・ストーリー。

『青い羊の丘』

『ヤング・シャーロック・ホームズ
vol.1
死の煙』
アンドリュー・レーン：著 静山社
シャーロック・ホームズ 14 歳の夏、
おじの家で夏休みを過ごすことにな
った彼はその町で家なき子マティと
出会う。彼女は奇妙な光景を見たとい
う。謎の解明に乗り出したシャーロッ
ク。そして、ある陰謀にたどりつく。

藤野 恵美：著 講談社
“好きになるわけにはいかない”オタ
ク男子の笹川勇太が密かに恋心をい
だいているのは、親友の彼女。彼女が
忘れたカーディガンを抱きしめてい
たところをクラスのリーダー格の美
少女に写メに撮られてしまう。弱みを
握られ、頼みをきく羽目に…。
『ひらく、ひらく「バイオの世界」』
日本生物工学会：編 化学同人
DNA？ゲノム？バイオエタノール？
iPS 細胞？などなど最先端のちょっ
と難しいバイオテクノロジーの言葉
を Q＆A の形式で解説。豊富なイラス
トと写真で中高生でもバイオを身近
に感じられます。

小峰書店

徳間書店

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☆

『ミンティたちの森のかくれ家』
キャロル・ライリー・ブリンク：著

文溪堂

メニュー
☆新着本
☆冬のはなし
☆手作りしてみない？
☆新着ＤＶＤ

『ふたつの月の物語』
富安 陽子：著 講談社
親のいない美月と月明は富豪の別荘に
招かれる。ある条件のもと里子にする
子どもを探していたという。その条件
とは、14 年前に沈んだ村に関係がある
らしい。二人はその謎を探るうち思い
もかけない出生の秘密にたどりつく。
『あの雲を追いかけて』
アレックス・シアラー：著 竹書房
ある日、ぼくのクラスに転校してき
たのは雲を狩るふしぎな一族＜クラ
ウド・ハンター＞の少女ジェニーン
だった。空高く舞い上がり、太陽が
足元にある世界。少女とふつうの少
年のひと夏の冒険。
『ホーンテッド・キャンパス』
櫛木 理宇著：著 角川書店
大学に通う八神森司は幽霊が見えて
しまう体質。片思いのこよみのために
いやいやオカルト研究会に入ること
に。次々によせられる怪奇現象のお悩
みに個性的なオカ研のメンバーたち
が活躍する青春オカルトミステリー。

色がついている日は図書館が閉まっている日です

2012 年 12 月
日

『初めてでも上手にできた!ミニデコロール』
下迫 綾美：著 主婦の友社
水玉やストライプ柄など誰かに送りたくなる
かわいいミニデコロールの作り方を紹介。丁
寧な解説と豊富な写真付きで初心者でもわか
りやすい一冊。

月

『野田ともうします。シーズン 2』
田中

『消しゴムはんこガール』
オーロラ工場：著 主婦の友社
自分だけのお気に入りのはんこ作っ
てみませんか？普通の紙もオリジナ
ルの素敵な雑貨にはやがわり!?

健一：演出

NHK エンタープライズ

あの野田さんが帰ってきた！シリーズ第二弾！
超ポジティブで、好奇心旺盛、決して空気を読まず、
ゴーイングマイウェイをつらぬく、相変わらずの野

『手作りしよう!シュシュと
お花とリボンのヘアアクセ』
ブティック社
シュシュやヘアアクセサリーを作っちゃお
う！人気のリボンやお花のモチーフなどバ
リエーション豊かです。かわいくて素敵なデ
ザイン盛りだくさん。

しまう彼女の地味でユニークな日常をゆる～く描い

スティーブン・スピルバーグ：監督
ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン
スティーブン・スピルバーグ監督 1982 年公開の
SF ファンタジー。満点の星空、森に囲まれた草原
の空き地に不思議な飛行物体が着陸した―。地球に

温かく描いた大ヒット作。感動すること間違いなし
mihox：著

文化出版局

『あみぐるみとあみぐる小物』 高森 共子：著

『消しゴムはんこ。はじめまして。』
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2013 年 1 月
日

月

る人続出。

一人取り残されてしまった宇宙人と少年の交流を

本橋 雅人著

金

3

田さんワールド炸裂です。しばしば周囲から浮いて

『E.T.』

フレーベル館

日東書院本社

『ハッピーグリーティングカードブック』

木

2

た５分間のショートドラマ。シュールな笑いにハマ

『かわいいマカロン』

水

1

『はじめてさんのかんたんスイーツ』
ブティック社
はじめてでもすぐに作れる定番スイ
ーツ 52 種類を紹介。お菓子作りのポ
イントや基本の道具の使い方も詳し
く解説。お菓子作りはじめてさんにお
すすめの一冊。

『編んでみよう、縫ってみよう』

火

学研

津久井 智子：著

火

水

木

金
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★1/4（金）の開館時間は 13 時～19 時です
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、大人未満の
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★

です。
■■■ 編集後記 ■■■
あっという間に、今年もいよいよ残すところあと
１ヵ月。
2012 年はどんな年だったでしょうか？
12 月といえば、クリスマスに大晦日考えただけ
でもワクワクしますね。時にはこたつの中で本と
じっくり過ごすひと時はいかがでしょう。

大和書房

鹿島市民図書館 TEL0954-63-4343

