今年はへび年ですね。
へびとお正月にちなんだ本の紹介です。
『白蛇伝』
渡辺 仙州編：著 偕成社
中国で 400 年前から読み継がれてい
る純愛物語。白蛇の精パイニャンは
1000 年前、親切にされた若い薬売り
に恩を返そうと地上へ降りてきた。し
かし、妖魔打倒の僧や法海や反乱をた
くらむ妖魔につけねらわれてしまう。

『お年玉殺人事件』
都筑 道夫：著 岩崎書店
お正月にお年玉の代わりに届いたのは
死体！？いったい何を伝えたいのか。
犯人はいったい誰なのか！繰り広げら
れる、奇妙な展開から目が外せない。
その他短編全４集を収録。

『ツチノコの正体』
手嶋 蜻蛉：著 三一書房
未確認生物研究会会長である著者の
20 年以上におよぶ研究の全成果をま
とめた一冊。ツチノコの生態、各地で
の捕獲作戦をつづったツチノコ指南
書。ツチノコの正体がわかるかも？！

『またまたへんないきもの』早川 いくを：著

バジリコ

『カレンダーから世界を見る』中牧 弘允：著

白水社

『蛇』内山 りゅう：著 ジュリアン
『萌え萌え有毒生物図鑑』有毒生物図鑑制作委員会：編
イーグルパブリシング

『どうにかしたい!』
黒野 伸一：著 理論社
フツ―で真面目な中学 2 年生のはず
…。なのに、この春友達 0 のサイア
クの新学期を迎えることになった麻
丘すみれ。友だちを作らなきゃ!!一念
発起し、涙ぐましいほどの努力で自
分の居場所をつくろうとする女子を
コメディタッチでつづる青春小説。
『ユキナ産。
』
木下 優樹菜：著 講談社
木下優樹菜がママに！妊娠から出産
まで完全密着。生まれたばかりの愛
娘莉々菜ちゃんを撮り下ろし。もち
ろん、フジモンも特別出演。前編の
『ユキナ婚。
』も必読。

『中二病大事典』
レッカ社：編 カンゼン
神話、幻獣というファンタジーから宇
宙、数学、哲学という科学的なものま
で、ありとあらゆるジャンルの中二病
が好きそうなものを真面目に解説。広
く浅く知識を得て、これであなたも中
二病に仲間入り!?
『オチケン探偵の事件簿』
大倉 崇裕：著 PHP 研究所
落語に興味がないのに廃部寸前のオ
チケン（落語研究会）に入部させられ
た越智健一。学生落語選手権で優勝を
狙う大学間の抗争に巻き込まれ次々
と事件に直面。遠のいていく単位取得
…。はたしてオチケンの運命は！

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☆

メニュー
☆新着本
☆2013
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☆プレゼントクイズ
☆新着ＤＶＤ＆CD

『カナデ、奏でます! 1
ようこそ☆一中吹奏楽部へ』
ごとう しのぶ：著 角川書店
中学一年の奏は吹奏楽部で全国大会
を目指すことが夢。お父さんの転勤
で引っ越すことになったが、新しい
学校の吹奏楽部は廃部寸前！
『ヤング・シャーロック・ホームズ
vol.2
赤い吸血ヒル』
アンドリュー・レーン：著

静山社

終結を迎えたアメリカ南北戦争。だ
が破れた南側では独立を求め抵抗を
呼びかける者がいた。その首謀者と
してリンカーン暗殺犯の名が上がっ
た。少年シャーロック冒険第 2 弾。
『かわいいカップケーキ』
本橋 雅人：著 日東書院本社
はじめての人でも楽しくおいしく作
れるカップケーキのレシピ集。動物た
ちのデコケーキや、豆乳やヨーグルト
を使ったヘルシーケーキなど 65 のレ
シピを紹介。贈り物にいかが？

色がついている日は図書館が閉まっている日です

2013 年 1 月
クイズ正解者の中から抽選で雑誌のふろくをプレゼント

応募期間：平成 25 年

月

日

『うさぎドロップ』
SABU：監督

日（金）～

月

日（木）

応募方法：応募用紙にお名前、電話番号、
クイズの答え、希望のプレゼント番号を記入して
応募箱に入れてください。

月

Happinet

マンガ「うさぎドロップ」を映画化。
独身男が突然６歳の女の子と親子に！？
ごくフツーのサラリーマンのダイキチが祖父の葬式
で出会った悲しげな女の子はなんと祖父の隠し子だ
った。引き取り手のない女の子りんを家に連れて帰り
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★1/4（金）の開館時間は 13 時～19 時です

育てることに決めたダイキチ。ダイキチの優しさにし
里奈×芦田愛菜が贈る、ハートウォーミングな物語。

水

6

2013 年 2 月

だいに心を開き笑顔を見せるりん。松山ケンイチ×香

応募対象者：

火

日

月

火

水

木

●小学校高学年～高校生（大人の方も応募できます）
●図書館までプレゼントを取りに来ることができる方。
※プレゼントの配布は３月３１日（日）までです。
当

選：

3 月 8 日（金）までに当選者の方には電話にて連絡
します。同じ商品に応募者多数の場合は、抽選とな

『SET LIST
AKB48：歌
DefSTAR RECORDS

応募は一人一枚。
２枚以上の応募は無効となります。
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～グレイテストソングス～完全盤』

ります。

注意!!

金

ＡＫＢ48 の完全ベスト盤。
「SET LIST～グレイテ
ストソングス 2006-2007」に未収録の 2 曲「ロ
マンス、イラネ」
「桜の花びらたち 2008」とさら
に新曲 2 曲「あなたがいてくれたから」他を追加

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★

した完全版です。

2012 年 iPS 細胞の研究でノーベル医学生理学賞に
選ばれた、京都大学教授は？

A
B

山中伸也さん
湯川秀樹さん

C

スティーブ・ジョブズさん

■■■ 編集後記 ■■■
あけましておめでとうございます！
新年いよいよ始まりましたね。今年はどんな一年に
なるのでしょうか？受験生 の皆さんは本番です
ね！！寒さに負けずにがんばってください。
皆さんにとって良い一年になりますように。

鹿島市民図書館 TEL0954-63-4343

