注

流星ラプソディー

２０１４年へのカウントダウンも近づいてきましたね。町
民の皆さまには１年間図書室をご利用頂きましてありがとう
ございました。
図書室の年末年始につきましては、１２月２７日から１月
６日まで図書室を休室させて頂きます。来年もまた図書室の
ご利用をお待ちしております。
今月は６６冊の新刊が入る予定となっておりますので気軽
にお越しください。

〔 小
10分で読める物語
10分で読める物語
10分で読める物語
10分で読める物語

一年生
二年生
三年生
四年生

目

三浦 稔
ギタリストの直也が見つけた海面に浮いて
いたガラス瓶。
その中に楽譜が…（『流星ラプソディー』
）。
ヴェネツィアを舞台にした悲しくもせつない
恋と愛の物語（『恋舟』）
。

愛媛文芸誌協会県知事賞受賞作品

説 その他 〕

青木 伸生 (選者)

10分で読める物語 五年生
10分で読める物語 六年生
石巻の天使たち
10分で読めるどうぶつ物語

青木 伸生 (選者)
中川 昭雄
横山 洋子 (選者)

石巻の天使たち
中川 昭雄
中学 2 年のひとみは、視覚障害を抱える姉を精一杯サ
ポートし、寛容で情け深い父、優しく厳しい母に見守ら
れて、明るく元気に学校生活を送っていた。
校内の様々な問題にも真剣に立ち向かっていたが、
「あ
の日」が 1 年後に迫っていた……。
再び立ち上がる少年少女たち。そのけなげさ、優しさ、
たくましさ、そして、友情……。
鎮魂、復興への祈りを込めて描く力作――。

〔 医

学 〕

長生きしたけりゃふくらはぎをもみなさい
自閉症の僕が跳びはねる理由
買ってはいけないｲ ﾝ ｽ ﾀ ﾝ ﾄ 食品 買ってもいいｲ ﾝ ｽ ﾀ ﾝ ﾄ 食品

食べるなら,どっち!?

〔 漫

〔 野
鬼木 豊/槙 孝子
東田 直樹
渡辺 雄二

画 その他 〕

ホットロード 1
ホットロード 2
何のために生まれてきたの?
式の前日

紡木 たく
やなせ たかし
穂積

何のために生まれてきたの?
やなせ たかし
絶望の隣にはきっと希望がある。
史上最弱のヒーロー大人気の「アンパンマン」
童謡「手のひらを太陽に」の生みの親が作品誕生
の経緯と戦争体験や下積み時代を乗り越えくじけ
ずやってきた元気の理由を語る。
各界一流のプロの半生をインタビューで解き明
かす人物ドキュメント、ＮＨＫＢＳプレミアムで
放送中の「１００年インビュー」
。
番組で語られた珠玉の言葉の単行本化、第１０
弾。

球 〕

日本プロ野球偉人伝 vol.1 1934 → 1940
日本プロ野球偉人伝 vol.2 1941 → 1949
日本プロ野球偉人伝 vol.3 1950 → 1955
日本プロ野球偉人伝 vol.4 1956 → 1958
日本プロ野球偉人伝 vol.5 1959 → 1964
日本プロ野球偉人伝 vol.6 1965 → 1973
日本プロ野球偉人伝 vol.7 1974 → 1979
野球用具大図鑑 Part 2 〔グラブ編〕

長生きしたけりゃ
ふくらはぎをもみなさい
鬼木 豊/槙 孝子
血液の７０％が集まる下半身の血流を上げ
れば病気にならない！
もむだけで、体が温まって免疫力がアップ
する最強の健康法！

日本プロ野球偉人伝 シリーズ
火曜日 ～ 金曜日：10:00 ～ 18:00（昼休みなし）
土曜日･日曜日･祝日：10:00 ～ 18:00（昼休み：12:00～13:00）
休室日：月曜日 / 年末年始（12 月 27 日 ～ 1 月 5 日）

TEL ２－１０２６

雄信内に住まいの方々につきましては,雄信内支所でも返却ができます｡

〔 実 用 書 〕
デキる女はけっこうズルい
人生はニャンとかなる!
100の思考実験
地図で学ぶ日本の歴史人物
受験必要論
福島第一原発収束作業日記

柏木 理佳
長沼 直樹/水野 敬也
ｼﾞｭﾘｱﾝ･ﾊﾞｼﾞｰﾆ
池上 彰
林修

ありがとう! わさびちゃん
斎藤和義本
〔ジブリの教科書 4〕 火垂るの墓
統合失調症がやってきた
リアル脱出ゲーム 公式 過去問題集

わさびちゃん
斎藤 和義
高畑 勲/野坂 昭如
ﾊｳｽ加賀谷/松本 ｷｯｸ
SCRAP

ハッピー

デキる女はけっこうズルい

ありがとう! わさびちゃん

柏木 理佳

わさびちゃん
最後まで必死に生きようとがんばったわさびち
ゃんが家族と過ごしたのはたった８７日間。
わさびちゃんと家族との８７日の愛の物語を通
じて、命の大切さに触れる感動の一冊です。

各部署に仲間をつくり、スマホ・ＰＣを使いこ
なし、けっして謙遜はしないが相手に合わせて返
事をし、切り札は絶対に手放さない。
昼と夜で顔を使い分け、男性心理を利用し、最
後のひと言でとどめを刺す。
デキる女がさりげなくしている裏工作４７。

〔 日 本 文 学 〕
ファールフライ
黒書院の六兵衛 〔上〕･〔下〕
あなたにだけわかること
ガンコロリン
遠い風の日
東京フールズゴールド
ドルフィン･ジャンプ
糸切りの紡ぐ物語
蛇行する月
無花果とムーン
答えのない確かなこと｡
君のために今は回る
螢樹の空
朱鳥翔けよ
去年の冬,きみと別れ

蛇行する月

青木 恵
浅田 次郎
井上 荒野
海堂 尊
金山 邦雄
川崎 大助
銀河 径一郎
坂井 あお
桜木 紫乃
桜庭 一樹
下常 起
白河 三兔
平 龍生
高松 康
中村 文則

十津川警部 愛と死の伝説 〔上〕･〔下〕
十津川警部 君は,あのSLを見たか
十津川警部 長野新幹線の奇妙な犯罪
十津川警部 犯人は京阪宇治線に乗った
新たなる死
悪夢十六夜
東京ダンジョン
火山のふもとで
光
流星ラプソディー
母の遺産 新聞小説
まことのは
惑いの海
病める魂

光

三浦 しをん

島で暮らす中学生の信之は、同級生の美花と付き合っ
ている。ある日、島を大災害が襲い、信之と美花、幼な
じみの輔、そして数人の大人だけが生き残る。
島での最後の夜、信之は美花を守るため、ある罪を犯
し、それは二人だけの秘密になった。
それから二十年。妻子とともに暮らしている信之の前
に輔が現れ、過去の事件の真相を仄めかす。信之は、美
花を再び守ろうとするが―。渾身の長編小説。

桜木 紫乃

人生の岐路に立つ六人の女の運命を変えたのは、ひと
りの女の“幸せ”だった。
―道立湿原高校を卒業したその年の冬、図書部の仲間
だった順子から電話がかかってきた。
二十も年上の職人と駆け落ちすると聞き、清美は言葉
を失う。
故郷を捨て、極貧の生活を“幸せ”と言う順子に、悩
みや孤独を抱え、北の大地でもがきながら生きる元部員
たちは、引き寄せられていく―。
彼女たちの“幸せ”はどこにあるのか？

黒書院の六兵衛 上/下

浅田 次郎

二百六十年の政にまもられてきた世がなしくずしに変
わる時。開城前夜の江戸城に官軍の先遣隊長として送り込
まれた尾張徳川家の徒組頭が見たのは、宿直部屋に居座る
御書院番士だった。
司令塔の西郷隆盛は、腕ずく力ずくで引きずり出しては
ならぬという。外は上野の彰義隊と官軍、欧米列強の軍勢
が睨み合い、一触即発の危機。悶着など起こそうものなら、
江戸は戦になる。この謎の旗本、いったい何者なのか―。

・らったったったクリスマス

○ 12月の活動予定 ○
１２月

４日

１２月１１日
１２月１８日
１２月２５日

活動日時
活動場所

クリスマス製作
オススメ絵本
(クリスマス絵本)
クリスマス会
お休み
毎週水曜日〔10時～12時〕
社会福祉会館図書室

・しろくまくんのクリスマス

１２／１８はみんなでクリスマス会を行いたい
と思いますので、お時間がありましたらぜひいらし
て下さい。
１２／２５は冬休みをはさみますのでこぱんだ
の活動はお休みとなっております。
また、図書室に置いてあるクリスマスに関する２
冊の絵本を今回ご紹介させて頂いております。他に
もございますのでぜひご覧になってください♪

西村 京太郎

蜷川 泰司
花輪 莞爾
福田 和代
松家 仁之
三浦 しをん
三浦 稔
水村 美苗
望月 和愛
山中 健弘
山本 彰

