『春を待つ里山』
会田 法行：文

山口

明夏：写真
ポプラ社
東日本大震災は地震・津波だけでなく
もう一つの災害、原発事故も引き起こ
した。ある日突然、計画的避難区域に
指定された地区に住む人々の暮らしは
―。穏やかに見える里山で放射能被害
にゆれる人々の記録。
『宮城県気仙沼発!ファイト新聞』
ファイト新聞社：著 河出書房新社
2011 年 3 月 18 日に宮城県のとある小
学校の体育館で創刊したファイト新聞。
創刊号から第 45 号までの震災後１カ月
半がつづられた壁新聞をまとめる。小学
生から高校生までの編集部員 12 人のイ
ンタビューと写真も収録。

『日本の津波災害』
伊藤 和明：著 岩波書店
日本人が受けてきた津波被害を古代から
東日本大震災までの印象的なエビソード
を交えながらたどる。津波のメカニズム
や特徴、過去の被害から学ぶ教訓を説く。

『図解!!生き残るためのやりかた大百科』
Joseph Pred：著 パイインターナショナル
『世界の遺児 100 人の夢』
あしなが育英会編：著 岩波書店
『幸せを届けるボランティア不幸を招くボランティア』
田中 優：著 河出書房新社
『12 歳からの被災者学』
メモリアル・コンファレンス・イン神戸：編

日本放送出版協会

『ケーキポップスの本』
下迫 綾美著：著 講談社
アメリカで大流行のケーキポップス。
作り方は簡単でスポンジにクリームを
混ぜて丸めて、チョコレートをコーテ
ィングするだけ！
イラスト入りでわかりやすく作り方を
紹介します。

メニュー
☆新着本
☆東日本大震災 2011.3.11
☆恋に効くはなし

『ちびギャラ はちっ』
ボンボヤージュ絵・文 サンマーク出版
150 万部を突破した大人気シリーズ
の 5 年ぶりの新刊がついに完成です。
ちっちゃなキャラたちの言葉に、
ほっ
としたり、ぐっときたり、くすっと笑
えたり……。
大切な人へのプレゼント
にも最適な一冊。
『花道の先輩の勉強法』
NHK 出版編
どんな勉強をすれば難関大学に合格
できるのか。
人気教育番組『テストの花道』で評判
の「花道の先輩」たちの大学受験に効
果的なアドバイスを科目ごとに紹介。

『いきものがかりのほん』
NHK
「いきものがかりﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ」制作班監修
イースト・プレス
長期取材から見えてきた「いきものが
かり」の姿とは? 歌に込めた思いや悩
んでいた 10 代のころのこと、訪れた
イギリスで考えたこと、メンバー3 人
の言葉を写真とともに伝えます。

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 CD

『クロス×レガリア』
三田誠：著 角川書店
トラブル１回千円のボディーガードを
生業とする貧乏高校生、戌見馳郎があ
る日助けた少女ナタ。彼女は“鬼仙”
という吸血鬼たちの最終兵器だった！
「レンタルマギカ」の三田誠が描く新
シリーズ、開幕!！
『振り子』
鉄拳：著 小学館
動画サイト「YouTube」で 300 万
回以上の再生回数を誇る話題のパラ
パラ漫画を初書籍化。動画用に描かれ
た約 1500 枚の原画を元に再構成
し、イラストの風合いをリアルに再
現。新たな感動を呼び起こします。
『詐騎士 4』
かいとーこ：著 アルファポリス
お城で淑女生活を続ける少女ルゼ。
だけど裏では、龍を駆り、魔物をイジ
り、傲慢貴族をやり込めている！？
大人気の新感覚ファンタジー、待望の
第 4 巻。

色がついている日は図書館が閉まっている日です
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『初恋素描帖』
豊島 ミホ：著

月

火

水

木

『YOU』

メディアファクトリー

JUJU：歌
Sony Music Associated Records

中学２年生、思春期まっただなかの男女
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20 人のままならぬ想いを描く連作掌編。

JUJU 待望の 4th アルバム。
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各話ごと主人公が入れ替わり、同じクラス
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なのに見え方が違ってくるかも。

1 人 1 人へ向けた作品」をコンセプトに、
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夜を止めてよ」
、他 12 曲を収録。ドラマチック
なメロディーと切なくも美しい歌声の JUJU の

『恋するスイッチ』
中村 航：著

2013 年 3 月
日
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魅力満載の一枚です。

実業之日本社

「スイッチを押したみたいに私は恋に落
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ちたのです。」恋する私には鮮やかな世界

『しょこたん☆べすと！！』
中川 翔子：歌
Sony Music Records

『キミのとなりで。シリーズ４ 恋するキモチ。』
美嘉・カタノトモコ：著

中川翔子のデビュー10 周年記

アスキー・メディアワークス

念盤となる 1st ベストアルバ

作者・美嘉のもとに届いた恋の相談をもとに
３つの物語を書きおろし。
『一期一会』を手掛

ム。オリジナル曲ベストと、しょこたん☆かば

けるカタノトモコがイラスト添える、悩める

ーベストの CD2 牧組。DISC 1 には代表曲「空

女子にオススメの恋物語絵本。

色デイズ」
、DISC 2 にはアニメソングカバーシ
リーズを収録。

『初めて恋してます。』

ユズル：著

主婦と生活社

『ガールズ アウト レイト もう帰らなきゃ！！ 』
ジャクリーン・ウィルソン：著 理論社
『あなたに贈る×（キス）』 近藤 史恵：著

PHP 研究所

『聖バレンタインデーの心中』 立原 えりか：著

原生林
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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★

■■■ 編集後記 ■■■
2/14 はバレンタイン。プレゼントをあげる人
も、もらう人もドキドキの日ですね。チョコ、編
み物の作り方から、素敵なラッピングの仕方の本
まで図書館にはたくさんありますよ。ぜひ参考に
してみてください。

鹿島市民図書館 TEL0954-63-4343

