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貸出し中の本は予約することができます。
ＨＰ・お電話でもできますので、詳しくは
カウンターまでおたずねください。
新
刊
コ
ー
ナ
ー
に
あ
る
よ
。

『繊細すぎてしんどいあなたへ』
串崎 真志／著

〒739-0605 大竹市立戸 1 丁目 6-1 ☎ 0827-52-5338

■利用案内

岩波書店 [Ｙ498 ク]

スマートフォンをお持ちの方は

・開館時間

10：00～18：00（火～土）/

怒っている人が怖い、教室に居づらい…。繊細な気持ちに悩

・個人貸出

図書 1 人 8 冊（内ＤＶＤ・ＣＤ資料 2 点）

む若い人のために、繊細な性格の特徴と、それがどう長所にな

・貸出期間

2 週間

るかを解説。生きづらさや傷つきやすさを最小限に抑え、生き

・休 館 日

月曜日（祝日の時は翌日も）・祝日・年末年始・特別整理期間

る力として活かす方法をアドバイスする。

9：00～17：00（日）

ページにアクセスできます。

毎月末（ただし、土・日・月・祝の時は直前の金曜日）
ホームページアドレス（蔵書検索もできます）

『無限の中心で』
まはら 三桃

こちらの QR コードからもホーム

http://www.tosho.otake.hiroshima.jp/

講談社 [Ｙ913 マ]

数学オリンピックに挑戦する数学研究部を取材することに

大竹市立図書館には、ティーンズコ

なった、文系少女のとわ。部室では 3 人の部員が 1 枚のプリン

ーナーがあるのを知っていますか？

トを前にして興奮していた。なんでも、数学の難問を置いてお

ティーンズコーナーでは、ティーン

くと誰かが解答した状態になっているといい…。

ズ向けの本の展示をしています。春・
夏・秋・冬の年４回、入替えている

『兄の名は、ジェシカ』

のでチェックしてみてください。

ジョン・ボイン/作 原田 勝/訳 あすなろ書房 [Ｙ933 ホ]
4 歳年上のジェイソンは、サムの自慢の兄。だけどこのごろ、少し様子
が変わったみたいだ-。一人の子どもがジェンダーや性的指向という問題
にどう向き合っていくのかを、わかりやすく、誠実に、時にコミカルに描

☆『秋』
（９・１０・１１月の展示）
テーマは、

く。

謎、それはミステリー

【実用書】
『平和をつくるを仕事にする』

鬼丸 昌也/著

筑摩書房

[Ｙ319 オ]

『学校に行きたくない君へ 続』

全国不登校新聞社/編

ポプラ社

[Ｙ371 カ 2]

です。

読書の鉄板！謎が謎を呼ぶ・・・。
１冊紹介♪

【文芸書】
『さよなら願いごと』
『影を呑んだ少女』

大崎 梢/著
フランシス・ハーディング／著

光文社

[913 オ]

東京創元社

[Y933 ハ]

『ひみつ』

福田

隆浩／著 講談社

【Y913 フ】

都会の小学校に転校してきた明里(あかり)は、自分が来る前に事故に
あって入院している東川(ひがしかわ)さんのおみまいに行った。その

＊大竹市立図書館のホームページの中にティーンズコーナーがあります。
勉強や悩みに役立つリンク等もあるのでのぞいてみてね。

帰り道、事故の現場を見にいった明里は、東川さんは実は自殺を考え
ていたのではないかと疑う。事故の真相をさぐろうとする明里だが…。

展示本リスト
＊[

『放課後はミステリーとともに』

]は図書館の請求記号です。

東川 篤哉／著

実業之日本社 【Y913 ヒ】

校舎から消えた泥棒、クラスメートと毒入り珈琲一族との関わり、

『闇のダイヤモンド』
キャロライン・B.クーニー/作

評論社【Y933

ク】

フィンチ家では、アフリカからの難民家族を一時あずかることにな
った。高校生のジャレッドは乗り気になれないが、妹のモプシーは大
喜びで迎え入れようとしている。ところが、やってきた難民たちには
恐ろしい秘密があった…。

校外学習の UFO 騒動…。鯉ケ窪学園高等部の放課後は謎の事件でいっぱい!
霧ケ峰涼は解決へ意気込むが?
『早朝始発の殺風景』

青崎 有吾／著

集英社 【Y913 ア】

始発の電車で、放課後のファミレスで、観覧車のゴンドラの中で。
不器用な高校生たちの関係が、小さな謎と会話を通じて、少しずつ変わってゆき…。
短編 5 編を収録。

『ヤング・シャーロック・ホームズ vol.1』
アンドリュー・レーン／著

静山社

〔Y933 レ

1〕

夏休みをおじの家で過ごすことになった 14 歳のシャーロック・ホ
ームズは、家なき子・マティと出会う。マティは死人の出た家の 2 階

『夢の迷い路』

西澤

保彦/著

光文社 【Y913 ニ】

本好き美少女エミールとジャンク映画フリーク男子ユッキー。20 世紀に起こった事件
の驚くべき真相に、21 世紀の彼女たちが辿りつく…。追憶と慕情の本格ミステリー。

から不思議な黒い煙がたちのぼるのを見たという。シャーロックは真
相の解明に乗り出すが…。

『図書館の殺人』 青崎

有吾/著

東京創元社 【913 ア】

閉館後の図書館で殺された男子大学生は、2 つの奇妙なダイイングメッセージを残し

『洪水の前』

赤川

次郎／著

汐文社

〔Y913

ア〕

深夜の街に現れるふしぎな路面電車。たった一両だけの車両に乗
り込むと、その電車は時を超えて、1945 年の夏、戦争中の広島へと
向かっていった…。日本と世界の未来を鋭く見つめるミステリー作品

ていた-。高校生探偵・裏染天馬は警察からの礼金目当てにその謎に挑む! “若き平成の
エラリー・クイーン”が贈る長編ミステリ。
『少女は夜を綴らない』

逸木 裕/著

KADOKAWA 【Y913 イ】

幼い頃のトラウマから、
“身近な人間の殺害計画”を“夜の日記”と名付けたノートに
綴っている中学 3 年生の理子。自分の弱みを握る少年に脅され、彼の父親を殺害する計

集。

画を手伝うことになるが-。青春ミステリ。
『ミス・マープルの名推理 パディントン発 4 時 50 分』
アガサ・クリスティー/著 早川書房 【933 ク】

小さな村に住む老婦人ミス・マープルは、じつは鋭い知性で数々
の事件を解決してきた名探偵。その日も、友達から相談をうける。

他にもこんな本があります♪

列車で起きた殺人事件を通報したが、死体がどこにも見つからない
というのだ…。

＊『ジゼル』

『赤いペン』

＊『ドアを開けたら』
＊『花とアリス殺人事件』

澤井 美穂／作 フレーベル館 【Y913 サ】

心に秘めた想いを引きだし、人から人へと物語をつむいで旅する
「赤いペン」。夏野はペンの残した足跡を追って、一つひとつ、物
語のかけらを拾い集めていく。はたして、赤いペンにたどりつくこ
とができるのか?

＊『高校入試』
＊『ソロモンの偽証

秋吉

＊『本と鍵の季節』
＊『シーグと拳銃と黄金の謎』
＊『沈黙の殺人者』

小学館

【913 ア】

大崎 梢/著 祥伝社 【913 オ】
乙一/著 小学館 【Y913 オ】
湊

第 1 部』

理香子/著

かなえ /著 角川書店
宮部 みゆき/著 新潮社

【913 ミ】
【913 ミ】

米澤 穂信/著 集英社 【Y913 ヨ】
マーカス・セジウィック/著 作品社 【Y933 セ】

ダンディ・デイリー・マコール/著

評論社

【Y933 マ】

