2021.12

新刊案内

貸出し中の本は予約することができます。

大竹市立図書館ティーンズ便り第２３号

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。

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

『ファッションの仕事で世界を変える』
新
刊
コ
ー
ナ
ー
に
あ
る
よ
。

白木 夏子/著 筑摩書房 [Ｙ335 シ]
ビジネスか、社会貢献か?おしゃれな生き方か、世界変革のための戦
いか?そんな二者択一に悩まなくても、すべて一緒に叶える方法があり
ます!ビジネスを通じて貧困問題や環境問題にアクションを起こす「エ
シカル・ビジネス」の心得や起業までの具体的な計画づくりを、豊富な
ワークとともに指導します。

■利用案内

スマートフォンをお持ちの方は

・開館時間

10：00～18：00（火～土）/

9：00～17：00（日）

・個人貸出

図書 1 人 8 冊（内ＤＶＤ・ＣＤ資料 2 点）

・貸出期間

2 週間

・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

こちらの QR コードからもホーム
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）

『りぼんちゃん』

ホームページアドレス（蔵書検索もできます）

村上 雅郁/作 フレーベル館

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

[Ｙ913 ム]

転校生の理緒が抱える痛みと暗闇を知った小 6 の朱理。大切
な友だちを守るためにできることとは? 父親の心理的虐待、母

大竹市立図書館には、ティーンズコ

親の無関心、そして娘の自殺願望。
“わざわい”というなまえの

ーナーがあるのを知っていますか？

オオカミとのたたかいかたを描く。

ティーンズコーナーでは、ティーン
ズ向けの本の展示をしています。春・

『赤い糸でむすばれた姉妹』
キャロル・アントワネット・ピーコック／作 フレーベル館

夏・秋・冬の年４回、入替えている

[933 ヒ]

のでチェックしてみてください。

国際養子縁組で渡米した少女ウェン。だが、中国に残した親友のこ
とが心から離れなくて…。中国の伝説「赤い糸でむすばれた姉妹」で
ある親友の養子縁組に奔走しつつ、家族の愛を求める少女の心の動き
を細やかに綴る。

☆『冬』
（１２・１・２月の展示）
テーマは、

【実用書】
『なぜ、穴を見つけるとのぞきたくなるの?』
『見た目が気になる』

石川 幹人/著 朝日新聞出版 [Ｙ031 イ]
河出書房新社/編

夜を感じる、冬を感じる

河出書房新社 [Ｙ361 ミ]

です。
冬は夜がいつもより濃く感じます。

【文芸書】
『大正浪漫』
『ライブラリー・ツインズ』
『湖の中のレイチェル』

NATSUMI/著 双葉社

[Ｙ913 ナ]

日野 祐希 /著 アリス館

[Ｙ913 ヒ]

K.R.アレグザンダー/作 小学館 [933 ア]

１冊紹介♪

『ネバームーア』

ジェシカ・タウンゼント/作
早川書房

＊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。
勉強や悩みにも役立つリンク等もあるのでのぞいてみてね。

[933

タ]

あらゆる不幸を自分のせいにされ、ふるさとを追われたモリガン。
自由で不思議な街ネバームーアで暮らすため、500 人の子供たちと筆
記試験やレースに挑む!

展示本リスト

『紙コップのオリオン』
市川

＊[

]は図書館の請求記号です。

『よるのばけもの』

朔久子/著

住野 よる/著 双葉社

講談社 [Ｙ913 イ]
旅に出た母を待ちながら、中

『七夜物語

[Ｙ913 ス]

学 2 年生の論里は学校の創立記

夜になると、僕は化け物にな

『夜に駆ける』

念行事のキャンドルナイトで校

る。ある日、化け物になった僕は、

星野

舞夜/著

庭に冬の星座を描く。自分と自

忘れ物をとりに夜の学校へと忍

双葉社 [Ｙ913 ヨ]

分をとりまく人たちのことを考

びこんだ。誰もいない、と思って

「小説を音楽にするユニ

えはじめた論里は…。人と人と

いた夜の教室。だけどそこには、

ット」YOASOBI の恋愛ソン

の「つながり」のもどかしさ、

なぜかクラスメイトの矢野さつ

グの原作小説集。

愛おしさを描く。

きがいて-。

『ディアスと月の誓約』
乾石 智子/著

早川書房 [Ｙ913 イ]

川上

上・下』

弘美/著

朝日新聞出版

[Ｙ913 カ]

小学校 4 年生のさよは、母さんと
ふたり暮らし。ある日、図書館で出
会った「七夜物語」というふしぎな
本にみちびかれ、同級生の仄田くん
と夜の世界に迷い込んでゆく。

『この気持ちもいつか忘れる』

『冷たい校舎の時は止まる』

『夜の妖精フローリー』

住野 よる/著

辻村 深月/著

ローラ・エイミー・シュリッツ/作

講談社 [Ｙ913 ツ]

学研プラス

新潮社

[913 ス]

平凡な日々に飽き飽きとして生き

[933 シ]

極寒の大地にあって唯一豊穣を享受す

る高校生のカヤ。16 歳の誕生日を迎え

ある雪の日、学校に閉じ込められた

ある晩、美しい羽をもがれ、巨人(ニン

る王国「緑の凍土」。伝説の獣の角に支え

た直後、深夜のバス停で爪と目しか見

男女 8 人の高校生。鳴らないチャイ

ゲン)の庭に落ちた夜の妖精フローリ

られた儚きその国に生まれた少年ディア

えない異世界の少女に出会う。2 人は

ム、5 時 53 分で止まった時計。やが

ー。悲しみの中、目にした昼間の美しさ

スは、彼を育んだ国と大切な人びとのた

互いの世界の不思議なシンクロに気

て彼らは、2 カ月前の学園祭での自殺

に惹かれ、昼の妖精になろうと決意する

め、いま勇断する。

づき…。

事件を思い出すが…。

が…。まっすぐな心で、世界を生きぬく
妖精の物語。

他にもこんな本があります♪

『ジェリーフィッシュは凍らない』
市川

憂人/著

東京創元社 [913 イ]

小型飛行船<ジェリーフィッシュ>の航行
試験中に、閉鎖状況の艇内でメンバーの 1 人
が死体となって発見される。さらに、自動航
行システムが暴走し、試験機ごと雪山に閉
じ込められてしまう。そして次々と犠牲者
が…。

＊『星の羅針盤』

『星に願いを、月に祈りを』
中村

航/著

小学館 [Ｙ913 ナ]

＊『Seven Stories』

中学に入ったアキオは、放送部員の
先輩を好きになるが告白できないま
ま高校へ。そして、再び謎のラジオ番
組を聞き…

糸井 重里/著 文藝春秋

[Ｙ913 エ]
[913 セ]

＊『小説映画ドラえもんのび太の月面探査記』

学童キャンプでラジオから流れる
謎の深夜放送を聞いたアキオたち。

遠藤 文子/著

藤子・F・不二雄/原作，辻村 深月/著 小学館 [Ｙ913 ツ]
＊『カムパネルラ版 銀河鉄道の夜』

長野 まゆみ/著 河出書房新社

＊『新編銀河鉄道の夜』

宮沢 賢治/著

＊『魔女たちは眠りを守る』
＊『影を呑んだ少女』

村山 早紀/著

[913 ナ]

新潮社 [Ｂ913 ミ]
KADOKAWA [Ｙ913 ム]

フランシス・ハーディング/著 東京創元社 [Ｙ933 ハ]

＊『星の王子さまの天文ノート』

縣

秀彦/監修

河出書房新社 ［Ｙ440 ホ］

