毎日寒い日も続き、今年もインフルエンザが流行して
いますので、皆さん十分に気をつけて下さい。
今月は節分ですね。節分の「豆まき」には、語呂合
わせで「魔目（豆・まめ）
」を鬼の目に投げつけて鬼を
滅する「魔滅」に通じ、邪気を追い払い、一年の無病
息災を願うという意味合いがあるそうです。
さて、今月は８３冊の新刊が入荷します、まだ入荷
していない本もありますが楽しみにしていて下さい。

君に届け

〔 小 説 その他 〕
あきやま ただし
淺沼 ミキ子
かこ さとし
くすのき しげのり
高野 紀子
ながさわ こずえ
のぶみ
ﾋﾟｰﾀｰ･ﾚｲﾉﾙｽﾞ

ぼく,仮面ライダーになる!

ｶﾞｲﾑ編
のぶみ

仮面ライダーだったら、どうする？
町中がショッカーに襲われる大ピンチに
かんたろうが立ち向かいます。
あんちゃんも大活躍！

〔 哲 学 / 倫 理 学

関 係 〕

医師が考える死んだらどうなるのか?
「心が凹んだとき」に読む本
ほがらかに品よく生きる
すべてはモテるためである

中学の数学･方程式が超わかる本
おかしもつくっていい?

波野 好江
中村 メイコ

大人のｳﾙﾄﾗﾏﾝ大図鑑 第二期 ｳﾙﾄﾗﾏﾝｼﾘｰｽﾞ編

「心が凹んだとき」に読む本
心屋 仁之助
自分の心とは、一生のおつきあい。
だから、知っておきたい“いい気分”を充
満させるコツ。
誰かの一言がチクッと心に刺さったり、が
んばりすぎて、疲れてしまったり、うまくい
かなくて、落ち込んだり…。
そんな“へこんだ心”を一瞬で元気にして、
内側からぽかぽかと温めてくれる、上手な「気
持ちの整理」術、満載。

飯田 圭一
碧海 酉癸 他

10才までに覚えておきたい ちょっと難しい1000のことば

一期一会 お話10ｺつめあわせ｡
かいけつゾロリのまほうのランプーッ

ﾁｰﾑ151E/ﾏｲﾝﾄﾞｳｪｲﾌﾞ

原 ゆたか

おかしもつくっていい？
碧海 酉癸 他
こどもだけでも、大人と一緒でも、安全においしい料理が作れます！
食事作りが上手になったら、次はデザート。簡単なおかしのレシピが１２
種類。小さなひとにも作れる工夫が満載です！レシピは見開き２ページで完
結。キッチンで本を広げながら料理できます。
大人と一緒に作るなら幼稚園児から、こどもだけなら小学校高学年から。

かいけつゾロリのまほうのランプーッ
原 ゆたか
願いがかなう魔法のランプを手に入れ、
ゾロリたちは大よろこび。ところが、
まじんにだまされてランプの中へ…。

〔 医 学

矢作 直樹
心屋 仁之助
斎藤 茂太
二村 ヒトシ

〔 歌 舞 伎 / 映 画 関 係 〕
中村勘三郎 最後の131日
大切なこと,ちょっと言わせてね
大人のウルトラマン大図鑑

クリスマスをいっしょに

椎名 軽穂/下川 香苗
超陰気な見た目ゆえ“貞子"と呼ばれ恐れられていた爽子だが、幾多の困難を乗り
越え、ついに憧れの風早と付き合うことに。
風早と過ごす初めてのクリスマス。皆の想いをのせてパーティーが始まって!?

〔 え ほ ん 〕
ヤダヤダかめん
ハナミズキのみち
どろぼうがっこう ぜんいんだつごく
どろぼうがっこう だいうんどうかい
メロディー だいすきなわたしのピアノ
着物のえほん
おとうさんのて
ぼく,仮面ライダーになる! ガイム編
ぼくはここにいる
トミカジオラマ大図鑑 はたらくじどうしゃ
トミカ大集合 2014年版
ﾌﾟﾗﾚｰﾙｼﾞｵﾗﾏ大図鑑 日本全国てつどうの旅
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関 係 〕

「いい人生だった」と言える10の習慣
自分では気づかない,ココロの盲点
大盛りご飯を食べてもやせる技術
ホントは怖い! 加工食品の真実
自由な自分になる本
粗食のすすめ

大津 秀一
池谷 裕二
伊達 友美
垣田 達哉
服部 みれい
幕内 秀夫

大人のウルトラマン大図鑑
『ウルトラマン』の全 39 話のストーリーと全
怪獣を徹底解説！制作の裏話とレア写真を多数掲
載。
元祖スーツアクターのスペシャル初対談をはじ
め、ウルトラマン誕生秘話。
科学特捜隊の秘密。キャストインタビュー。
昭和のナツかし資料など・・・・。あなたの知
らないウルトラマンの秘密がわかる一冊。

「いい人生だった」と言える１０の習慣
大津

秀一

人生最後の日を考えたことが、ありますか？
１０００人を看取った医師がみた幸せに生きた
人、後悔のない人生を送った人。
その共通する習慣とは―。

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 〕
しあわせ読書のすすめ
ゼロ戦と日本刀
日本よ,世界の真ん中で咲き誇れ

清水 克衛
百田 尚樹/渡部 昇一
安倍 晋三/百田 尚樹
もぐら
太田 芳徳
清水 潔

県民性丸わかり! ご当地あるあるﾜｲﾄﾞSHOW
ﾘｸﾙｰﾄを辞めたから話せる本当の「就活」の話

殺人犯はそこにいる

ｴﾌｴﾑ仙台「ｻﾊﾞ･ﾒｼ*ｺﾝﾃｽﾄ」
実行委員会

かんたん! サバイバルごはん
人類が絶滅する6のシナリオ
おべんとうのちいさなおかず300

フレッド･グテル
コマツザキ アケミ

なんにもない部屋の暮らしかた
わたしのウチには,なんにもない｡
わたしのウチには,なんにもない｡ 2
ｴｺｸﾗﾌﾄで作る石畳編みのかごとﾊﾞｯｸﾞ
雪の模様切り紙
オカダのはなし
フィジカルを鍛えてうまくなる野球守備
バックカントリー スキー&スノーボード
悪用禁止! いますぐ使える大人の言い訳大全

ゆるり まい
ゆるり まい
ゆるり まい
木原 基子
吉浦 亮子
岡田 准一
仁志 敏久/山本 晃永
伊藤 フミヒロ
夏原 武

オカダのはなし
岡田

しあわせ読書のすすめ
清水

准一

V6 として俳優として躍進し続ける岡田准一が、
『anan』に９年間綴った初エッセイ集。
その素顔は格闘技と歴史とチョコを愛する心優
しい真面目な努力家。そして、ちょっとヘン？
考えるのが好きだったオカダが自ら問い、気づ
いたあれこれは、女子も男子も読んで元気になる
こと必至。
読み応え満点。特別撮り下ろし写真つき！

克衛

現在「ＤＯＮ！」（日本テレビ系列）をはじめ、
各種メディアで話題の書店「読書のすすめ」清水店
長がセレクトしたスペシャルな５３冊を一挙紹介。
あなたの“ココロに効く”幸せを呼ぶ本のほん。

〔 日 本 文 学 〕
死神の浮力
向かい風で飛べ!
〔魚住くん シリーズ 1〕 夏の塩
三軒茶屋星座館
君に届け ノベライズ 12巻セット
〔君に届け 13〕 クリスマスをいっしょに
札幌アンダーソング
教場
人類資金 Ⅰ
人類資金 Ⅱ
人類資金 Ⅲ

伊坂 幸太郎
乾 ルカ
榎田 尤利
柴崎 竜人
椎名 軽穂/下川 香苗
小路 幸也
長岡 弘樹
福井 晴敏

人類資金 Ⅳ
人類資金 Ⅴ
去り際のアーチ
ビブリア古書堂の事件手帖 5
一千兆円の身代金
99のなみだ 第一夜
99のなみだ 第二夜
99のなみだ 第三夜
99のなみだ 第四夜
99のなみだ 第五夜
ぼくは戦争は大きらい

福井 晴敏
本城 雅人
三上 延
八木 圭一

ﾘﾝﾀﾞﾌﾞｯｸｽ編集部

やなせ たかし

一千兆円の身代金
八木

死神の浮力
伊坂 幸太郎
『死神の精度』で活躍した「千葉」が 8 年
ぶりに帰ってきました。
クールでとぼけた死神を、今度は書き下ろ
し長編でお楽しみください。

ビブリア古書堂の事件手帖

圭一

日本政府に突きつけられた驚愕の要求―。
「元副総理の孫を誘拐した。財政赤字と同額の一〇八五兆円を支払う
か、さもなくば、巨額財政赤字を招いた責任を公式に謝罪し、速やかに
具体的再建案を示せ」
。前代未聞の要求にマスコミは騒然。
警視庁は捜査一課特殊犯係を直ちに派遣し、国家の威信をかけた大捜
査網を展開する。やがて捜査陣は、あるブログの存在に行き着くが…。
２０１４年第１２回『このミステリーがすごい！』大賞受賞作。
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ぼくは戦争は大きらい

三上 延
静かにあたためてきた想い。
無骨な青年店員の告白は美しき女店主との関係に波紋を投じる。
彼女の答えは―今はただ待ってほしい、だった。
ぎこちない二人を結びつけたのは、またしても古書だった。
謎めいたいわくに秘められていたのは、過去と今、人と人、思わぬ繋がり。
脆いようで強固な人の想いに触れ、何かが変わる気がした。
だが、それを試すかのように、彼女の母が現れる。
邂逅は必然―彼女は母を待っていたのか？すべての答えの出る時が迫っていた。

やなせ たかし
2013 年 10 月 13 日に 94 歳で亡くなったマンガ家で、詩
人で、『アンパンマン』の作者であるやなせたかしが自らの戦争
体験を綴った本。
嫌いな戦争のことはあまり語りたくないと考えていたやなせ
が、90 歳を超え、戦争体験、軍隊体験を語り継ぐことで、過去
の戦争のことが未来を生きる世代の記憶に少しでも残ればいい、
と亡くなる直前まで語ったラストメッセージ。

○ 2月の活動予定 ○
２月

５日

２月１２日
２月１９日
２月２６日

活動日時
活動場所

製作
おすすめ絵本
（春の絵本）
プチ ビブリオ
製作
毎週水曜日〔10時～12時〕
社会福祉会館図書室

今回「こぱんだ」からおすすめす
る絵本は、北海道出身のイラストレ
ータ SAKAE さんによる作品「お
ばけのケーキ屋さん」です♪
図書室にもあるのでぜひ！

「こぱんだ」の活動日は毎週水曜日
のＡＭ１０：００～１２：００です。
集まれないこともありますが、毎回
楽しく活動中！！遊びに来てくださ
い。
皆さんが来てくれるのを待ってます。

