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＜七夕のつどいのお知らせ＞
◆ 場 所：大成図書館児童室

◆ 日 時：7月１日(日)10 時 30 分～

◆ 内 容：七夕にまつわる絵本の読み聞かせや七夕の

飾りを作ります。笹を用意しておりますの

で、みなさんと一緒にきれいに飾りつけし

たいと思います。最後に願い事を書いた短

冊の飾りをつけます。去年も色々なお願い

事がありました。叶ったのか聞いてみたい

と思います！



＜各施設の催し＞
◆情報センター／おはなしひろば
・日 時：７月７日（土）午後 2時 00 分～午後 3時

・内 容：読み聞かせの後に、七夕の飾りつけをします。

＜７月の各施設の開館情報＞

せたな町情報センター （北檜山区北檜山 266 番地 ℡ 0137-84-5342）

◆開館時間：１０時～１９時(小学生は１７時・中学生は１８時まで利用できます)

◆休 館 日：７月２日（月）・９日(月）・１７日(火）・２３日(月)・３０日(月)

                 （年末年始及び図書整理日等の臨時休館日除く）

瀬棚図書センター （瀬棚区本町 728 番地２ ℡ 0137-87-3901）

◆開館時間：１０時～１７時   （年末年始及び図書整理日等の臨時休館日除く）

◆休 館 日：７月２日（月）・９日(月）・１７日(火）・２３日(月)・３０日(月)

大成図書館 （大成区都３８６番地 ℡ 01398-4-6161）

◆開館時間：１０時～１７時

◆休 館 日：ありません      （年末年始及び図書整理日等の臨時休館日除く）

（※7 月より正午から午後１時まで閉館となりますので、ご了承願います。）

＜わたしのとびっきりの一冊＞
図書館に勤務して 8 年目を迎えました。この間、多くの本との出会いがありましたが、とても感動し

た本、おもしろかった本などもたくさんありました。その一部をご紹介し、ぜひ皆さんにも手にとってい

ただきたい本をご紹介します。                        （大成図書館 佐藤）

※「死命」・薬丸 岳 著…榊信一は大学時代に同郷の恋人を絞め殺しかけ、自分の中に眠る、すべての女に

向けられた殺人願望に気づく。ある日、自分が病に冒され余命僅かと知り、欲望に忠実に生きることを決意す

る。それは連続殺人の始まりだった。榊の元恋人だけが榊の過去の秘密を知るなか、事件を追う刑事、蒼井凌

にも病が襲いかかり、死へのカウントダウンが鳴り響く。そして事件は予想もしない方向へ―衝撃の展開、感涙

の結末

※「おかあちゃんがつくったる」・長谷川 義史 著…ぼくと、おかあちゃんと、ねえちゃんは元気にやってま

す。ある日、ぼくが父親参観のお知らせをもらってくると…。あったかくて、せつなくて、でも笑える家族の物語。

〔 読み聞かせボランティア募集 〕
せたな町教育委員会では、平成 21 年 10 月に「せたな町子どもの読書活動推

進計画」を策定し、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高め、進んで読書

を行う態度を養い、生涯にわたる読書習慣を身につけることができるよう、整

備に努めております。

発達段階に応じた読書に親しむ機会として、図書館事業や各学校での読み聞

かせボランティアを募集しております。図書や読み聞かせに興味のある方や、

ボランティアについてのご質問などございましたら大成図書館にご連絡くださ

い。お待ちしております。



◆『暗転』            堂場 瞬一 著            (一般書)
朝の通勤ラッシュ時、満員の乗客を乗せ、急カーブにさしかかった電車が突如、脱線・転覆した。その電車に乗り

合わせた雑誌記者の辰巳は、続々と入ってくる事故の惨劇に慄然とする。しかし、横転した電車内で自らが目に

した瀕死の女性の婚約者に偶然出会ったことから、彼は事件の原因を調べ始めるが……。関係者の事情聴取を

進める警察、被害者の遺族、そして、異例の会見を開く企業側。それぞれの思惑が交錯する中、事故の真相は

明らかになるのか？

◆『あなたが愛した記憶』        誉田 哲也 著       (一般書)
拉致監禁。両手親指切断。暴行、そして扼殺。あまりに残虐な連続ＯＬ殺人事件が世間を賑わせていたとき、ひと

りの女子高生が俺の前に現れた。「私、たぶん犯人知ってる」。そうだとしたら何？私をどうするの？私を殺す？

あなたに私を殺せる？ノンストップ恋愛ホラーサスペンス。

◆『光』                道尾 秀介 著            （一般書）
利一は小学四年生だった。仲良しの慎司、慎司の姉の悦子、ことあるごとに実家が裕福なのをひけらかす宏樹、

貧しい上に母に先立たれ祖母とふたり暮らしの清孝。彼らは、ことあるごとに、一緒にいた。行方不明の野良犬ワ

ンダ、近所の湖近くの洞窟での怪異、崖崩れでみつかった化石、そして、親しい友人の、哀しい理由による転居

……。彼らの前には、簡単には解決できない「難問」がたくさん出現する。世界は果てしなくて、利一たちはまだ子

供だった。けれど、彼らは無謀だった。どこまでも、自分の足で歩いていけると、疑っていなかった……。

◆『ひなこまち』              畠中 恵 著             （一般書）
妖 だって、困ってる！？ 謎の木札を手にして以来、休む暇なくお悩み相談。大変だ、このままじゃ、若

だんなが倒れちゃう！ 「しゃばけ」シリーズ最新刊。

◆『ダンス・ウィズ・ドラゴン』       村山 由佳 著            (一般書)
井の頭公園の奥深くひそむ、夜にしか開かない図書館。“龍”を祀る旧家に育った血のつながらない兄妹が、時

を経て再会した。消し去れない想いを抱き合うふたりは、記憶と今を結ぶため故郷を訪れる。

◆『ある少女にまつわる殺人の告白』    佐藤 青南 著         (一般書)
長崎県南児童相談所の元所長らが語る、ある少女をめぐる忌まわしい事件。10 年前にいったい何が起きたの

か。元所長、医師、教師、祖母……様々な証言が当時の状況を明らかにしていく。大ベストセラーとなった『告白』

形式の語りに、大きな謎が加えられたミステリー。関係者を訪ねてまわる男の正体が明らかになるとき、哀しくも

恐ろしいラストが待ち受ける！

◆『二重生活』           小池 真理子 著             (一般書)
他人の秘密。それは、震えるほどの興奮――。 大学院生・白石珠は、ある日ふとしたきっかけから近所に住む

既婚男性・石坂を尾行、表参道で不倫現場を目撃してしまう。同棲中の恋人・卓也への浮気疑惑にとらわれなが

らも、石坂への尾行を繰り返す珠だったが――。   6 月２９日発売予定

◆『20 歳若く見えるために私が実践している 100 の習慣』   南雲 吉則 著 (一般書)
スポーツは早死の原因。「一日一食」で健康になる。体臭は野菜中心の生活で抑えられる。冷え症は「水シャワ

ー」でなおす。南雲流「心・美・体」で人生１００年計画を達成する方法。

◆『お女ヤン 8 巻』           岬 著                (一般書)
南校の最大の敵、北校を仕切る千春との結婚を間近に控えたミホ。北との抗争が始まろうとする中、大好きな南

校のヤンキーズを思うミホは抗争を激化させないために不本意な結婚を承諾し千春を連れて街を出ていくこと   

に・・・。

◆『そうじきのつゆやすみ』        村上 しいこ 著         （児童書）
わが家のそうじきはつり名人！？そうじきなのに、そうじをやすんで、つりにいきたいといいだした。人気コンビが

おくる「わがままおやすみ」シリーズ第５弾。小学１～３年生向。

◆『ねぎぼうずのあさたろう 全８冊』        板野 和好 著       （絵本）
畑に植わっているねぎぼうずのあさたろう。やつがしらのごんべえとこいもちょうきちが、しいのみのおようちゃん

をいじめているのを見て、今日こそは勘弁できないとねぎばたけを飛び出します。くるくるまわってねぎじるを飛ば

し、悪いやつらをやっつけます。

※発売日前・予約中のものもありますので、図書の有無については各施設にご確認下さい



◆『パラダイス・ロスト』            柳 広司 著           （ 一般書 ）
大日本帝国陸軍内に極秘裏に設立された、スパイ養成学校“Ｄ機関”。「死ぬな。殺すな。とらわれるな」―軍隊

組織を真っ向から否定する戒律を持つこの機関をたった一人で作り上げた結城中佐の正体を暴こうとする男が

現れた。英国タイムズ紙極東特派員アーロン・プライス。だが“魔王”結城は、まるで幽霊のように、一切足跡を残

さない。ある日プライスは、ふとした発見から結城の意外な生い立ちを知ることとなる―（『追跡』）。ハワイ沖の豪

華客船を舞台にしたシリーズ初の中篇「暗号名ケルベロス」を含む、全５篇。「ジョーカー・ゲーム」シリーズ、待望

の新作登場！

◆『太陽は動かない』          吉田 修一 著            （ 一般書 ）
新油田開発利権争いの渦中で起きた射殺事件。ＡＮ通信の鷹野一彦は、部下の田岡と共に、その背後関係を探

っていた。商売敵のデイビッド・キムと、謎の美女ＡＹＡＫＯが暗躍し、ウイグルの反政府組織による爆破計画の噂

もあるなか、田岡が何者かに拉致された…。いったい何が起きているのか。陰で糸引く黒幕の正体は？それぞ

れの思惑が水面下で絡み合う、目に見えない攻防戦。謀略、誘惑、疑念、野心、裏切り、そして迫るタイムリミット

―。

◆『左京区恋月橋渡ル』          瀧羽 麻子 著              ( 一般書 )
「ダカーポ最高の本！2010」で“女子読み恋愛小説”第 1 位に選ばれた『左京区七夕通東入ル』の姉妹編で、どち

らの作品からでもお愉しみいただけます。異性に初めて心を奪われた主人公の山根の純真は不器用で頼りない

ものですが、だからこそ目が離せなくて、そっと背中を押して応援したくなります。初めてひとを好きになって一喜

一憂したあのときの記憶を鮮やかに呼び覚まし、読後の余韻も秀逸の物語です。

◆『消えた王子 （上・下）』 バーネット・フランシス・ホジソン 著         （ 児童書 ）
すべては祖国サマヴィアを救うため！―マルコ・ロリスタンは、尊敬する父のまえで忠誠を誓い、きびしい訓練を

つんでいた。ロンドンの下町で、マルコは、足の不自由な少年ラットと運命的な出会いをする。バーネットの知ら

れざる傑作。

◆『ねぎぼうずのあさたろう（１）とうげのまぶせ』      飯野 和好 著      （ 児童書 ）
色白でまん丸顔のあさたろうは、畑育ちの元気なネギぼうず。ワケあって今は故郷をあとにして、まわし合羽と三

度笠の旅がらす……。楽しさ抜群の野菜づくし痛快時代劇絵本。

  

◆『光』                    道尾 秀介 著             （一般書）
あのころ、わたしたちは包まれていた。まぶしくて、涙が出る――。都会から少し離れた山間の町。小学四年生の

利一は、仲間たちとともに、わくわくするような謎や、逃げ出したくなる恐怖、わすれがたい奇跡を体験する。さら

なる進境を示す、道尾秀介、充実の最新作!

◆『夜の国のクーパー』             伊坂 幸太郎 著           （一般書）
この国は戦争に負けたのだそうだ。はるか昔にも鉄国に負けたらしいけれど、戦争に負けるのがどういうことなの

か、町の人間は経験がないからわからない。人間より寿命が短いのだから、猫の僕だって当然わからない―。こ

れは猫と戦争と、そして何より、世界の理のおはなし。

◆『サファイア』               湊 かなえ 著           （一般書）
議員の妻となった私は幸せな日々を送っていた。夫は優しく、子宝にも恵まれ、誰もが羨む結婚生活だった。だ

が、人生の落とし穴は突然やってきた。所属する党から県議会議員への立候補を余儀なくされた夫は、僅差で落

選し、失職。そこから何かが狂いはじめた。あれだけ優しかった夫が豹変し、暴力を振るうようになってしまった。

思いあまった私は……。絶望の淵にいた私の前に現れた一人の女性――有名な弁護士だという。彼女は忘れる

はずもない、私のかけがえのない同級生だった……。（「ムーンストーン」より）７つの宝石が織りなす物語。

◆ 『なみだひっこんでろ』          岩瀬 成子 著             （児童書）
みきとるいは一つちがいの姉妹です。おねえさんはすぐに泣きます。かみの毛がぐしゃぐしゃだと言って泣き、お

ふろのお湯があついといっても泣きます。そんなおねえさんは学校から帰るといつも、近所でかわれている犬や

ネコの様子を見に行きます。ある日近所の犬のゴローに事件がおこりました！

◆『おかあちゃんがつくったる』       長谷川 義史 著          （児童書）
「あれ、こうて」とぼくが言うと、おかあちゃんは「そんなん、つくったる！」と、なんでもミシンで作ってしまう。それ

が、ちょっとかっこわるい。あるひ、ぼくは思ってもいないことを口にしてしまった。そして、おかあちゃんは……。

せつなくて、あたたかくて、でも笑える、いとおしい家族の物語。


