平成 30 年 01 月 31 日（水）02 月号【No,12】
山形県立加茂水産高等学校・図書館（最終号）

『キミの目が覚めたなら』中原尚志､麻衣・著【916／ナ】

佐藤健、土屋太鳳･主演。

＜あらすじ＞

映画「8 年越しの花嫁」原作本！

結婚式を 3 ヵ月後に控えた尚志と麻衣。幸せな二人を襲ったのは、麻衣の原因不明の病だ
った････。麻衣の身に起こった奇跡、そして、その回復を信じ、支え続けた尚志の献身的
な純愛。家族、命、愛の意味を教えてくれる、実態に起きた感動の物語。

『初恋恋愛教室』藤野恵美・著【913.6／フ】

昨年度、図書館でちょっと人気の作品でした。

＜あらすじ＞
京都の路地に佇む大正時代の町屋長屋。どこか謎めいた老婦人が営み「男子限定」の料理
教室には、恋に奥手な建築家の卵に性別不詳の大学生、昔気質の職人など、事情を抱える
生徒が集う。人々の繋がりとおいしい料理が心の空腹を温かく満たす連作短編集。

『恋する日本史』山名美和子・著【281.04／ヤ】

歴史にも恋愛本あり！

＜内容＞

今とは違う愛の形を一読あれ！

歴史の中で力強く輝いた乙女たちの物語。歴史を丹念に見ていくと、逆境にありながら、
こころざしを抱き、生き生きと歩んだ多くの女たちに出会う。歴史を動かした 50 人の乙女
たちの、波瀾に満ちた生涯を描く。

『幸福のパズル』折原みと・著【913.6／オ】

ちょっと厚いですが、読みやすい作品です。

＜あらすじ＞
純粋でひたむきな女の子と老舗ホテル御曹司の二人は恋に落ちるが、行き違いから悲しい
別れを迎える。5 年後、再会した二人は急速に惹かれ合い幸せに身を委ねるが、それは束
の間の“幸福”だった････。

『プレゼント前日でも間に合う！ 手づくりチョコ』下迫綾美・著【596.6／シ】
＜内容＞

チョコレートレシピ 1

はじめてでも、材料の購入から、お菓子作り、ラッピングまで、失敗せずに前日からの準
備でも間に合うチョコレートブックです。友だちへの贈り物も、だいじな彼へのプレゼン
トもこの一冊ですべて OK です！

『Ｇｈａｎａチョコレートレシピ』株式会社ロッテ・著【596.65／ロ】

チョコレートレシピ 2.

＜内容＞

こちらは新刊です！

愛され続けて 55 年のロングセラー「ガーナ」のなめらかな味わいを手作りに！「ガーナ」
を使ったチョコレートスイーツのレシピが 1 冊の本になりました。どんなシチュエーショ
ンにも使えるレシピ 56 品を紹介。

『くらしのおりがみちょこっと紙小物』主婦の友社・編【754.9／シ】

プレゼントにラッピ

＜内容＞

ングは必需品！

お店の紙袋やプレゼントの包装紙など、かわいいと思ってとっておいても、使わないま
ま何年もたっていませんか？そんな紙素材や折り紙を使った、くらしに役立つ雑貨の作
り方アイデア集です。
「これ自分で作れるの!?」と驚くほど、かわいい作品に！

今年度最後の特設は、
「本屋大賞 2018 ノミネート 10 作」コーナーです。
新刊書店で働く書店員の投票で決定するこの賞。過去一年の間、書店員自信が自分で読んで「面白
かった」、
「お客様にも薦めたい」
、
「自分の店で売りたい」と思った本を選び投票されます。大賞に
なった本はもちろん、ノミネートされた作品も映像化されたりし、何かと話題になりやすい賞です。
皆さんも話題に乗り遅れないよう、一読してみませんか？
※大賞の発表は 4 月 10 日になります。
※一部、まだ図書館に置かれていない作品もあります。
受入作業が終了次第、展示貸出行います！

2 月の誕生石は「アメジスト」
誕生石の意味は「高貴・知性」

『いつもの朝に（上･下）』今邑彩・著【913.6／イ／1～2】
＜あらすじ＞
成績優秀でスポーツマン、中学でミラクルボーイと呼ばれる桐人。そんな兄とは正反
対で勉強が苦手の弟･優太。三年前に最愛の父を事故で失い、画家の母・沙羅と三人暮
らし。ある日、優太は、父の形見のぬいぐるみ“ユータン”の中から、手紙を見つけ
る。そこには、父から優太への謎のメッセージが書かれていた。優太は、父の言葉に
従い行動を起こすが････。家族の愛と絆をミステリアスに描く感動巨編。
読み始めは宗教的な内容なのかと思いきや、兄弟や両親との愛と絆に、
感動と共に切なくもなる読み応え抜群な作品です。きっとあなたも、
次々と明らかになる真実と展開に目が離せません。上下巻ですが、きっ
とあっという間に読み終わりますよ。
おまけ････。

3 月の誕生石は「アクアマリン」誕生石の意味は「安定、癒し、冷静」

今年度最後の新着図書です。
最後なので一気に紹介します。
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『はたらく船大図鑑 ③調査する船』

池田良穂

556／ハ／3

『荒くれ漁師をたばねる力』

坪内知佳

661.7／ツ

なおひろ

『人を動かす｢仕掛け｣』

松村真宏

141.72／マ

『例題で学ぶ はじめての半導体』

臼田昭司

549.8／ウ

『例題で学ぶ はじめての電磁気』

臼田昭司、井上祥史

427.03／ウ

『例題で学ぶ はじめての電子回路』

早川潔

549.3／ハ

『筋肉の使い方･鍛え方パーフェクト事典』

石井直方、荒川裕志

780.7／イ

『新版 加工食品の危険度調べました』

渡辺雄二

498.54／ワ

『怖い絵－泣く女篇－』

中野京子

723／ナ

『漫画 君たちはどう生きるか』

吉野源三郎、羽賀翔一

159.5／ヨ

『今、よみがえる加茂峠古道』

高館山周辺の歴史と文化を知る会

092／タ

『魚の形は飼育環境で変わる－形態異常はなぜ起こるのか？－』

有瀧真人･田川正朋･征矢野清

666.6／ア

『第九の波涛③』(※禁帯出本)

草場道輝

726.1／ク／3

藤木稟

913.6／フ／6～11

藤木稟

913.6／フ／別 1～2

『水産と海洋の科学』

全国高等学校水産教育研究会

452／セ

『転生したらスライムだった件 5～11』

伏瀬

913.6／フ／5～11

『妖怪アパートの幽雅な日常 8～10』

香月日輪

913.6／コ／8～10

『バチカン奇跡調査官－ラプラスの悪魔－』
『 〃 －終末の聖母－』
『 〃 －月を呑む氷狼－』
『 〃 －原罪泣き使徒達－』
『 〃 －悪魔達の宴－』
『 〃 －ソロモンの末裔－』
『バチカン奇跡調査官－天使と悪魔のゲーム－』
『 〃 －独房の探偵－』

『妖怪アパートの幽雅な食卓～るり子さんのお料理日記～』
『妖怪アパートの幽雅な人々～妖アパミニガイド～』

香月日輪

913.6／コ／別 1
913.6／コ／別 2

『絶対城先輩の妖怪学講座(七)～(十)』

峰守ひろかず

913.6／ミ／7～10

『まんがで読破 父と子』

ツルゲーネフ

726.1／マ／95

『榎本武揚と明治維新－旧幕臣の描いた近代化－』(岩波ｼﾞｭﾆｱ新書)

黒瀧秀久

289／ク

『はじめての研究レポート作成術』
（岩波ｼﾞｭﾆｱ新書）

沼崎一郎

002／ヌ

『Re:ゼロから始める異世界生活 短編集 3』
『Re:ゼロから始める異世界生活 15』

長月達平

913.6／ナ／別 3
913.6／ナ／15

『最後の晩ごはん－海の花火とかき氷－』

椹野道流

913.6／フ／9

『キラキラ共和国』

小川糸

913.6／オ／2

『いつもの朝に(上･下)』

今邑彩

913.6／イ／1～2

『キミの目が覚めたらな－8 年越しの花嫁－』

中原尚志･麻衣

916／ナ

エブリスタ

913.6／エ

『5 分後に涙のラスト』(5 分ｼﾘｰｽﾞ)
『5 分後に驚愕のどんでん返し』
（5 分ｼﾘｰｽﾞ）
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『棲月 隠蔽捜査 7』

今野敏

913.6／コ／7

『きっとあの人は眠っているんだよ－穂村弘の読書日記－』

穂村弘

019.04／ホ

『Ghana チョコレートレシピ』

株式会社ロッテ

596.65／ロ

『新版 くらしのおりがみとちょこっと紙小物』

主婦の友社編

754.9／シ

『サラリーマン川柳 いちおし傑作選』

やくみつる ほか

911.46／ヤ

『掟上今日子の色見本』

西尾維新

913.6／ニ／10

日

月

火

水

木

金

土

1/28

29

30

31

2/1

2

3

閉館

9:45～17:00

9:45～17:00

9:45～17:00

閉館

閉館

閉館

4

5

6

7

8

9

10

閉館

9:45～14:50

閉館

9:45～15:25

10:30～17:00

9:45～12:40

閉館

11

12

13

14

15

16

17

閉館

閉館

9:45～15:25

9:45～17:00

10:30～15:25

9:45～17:00

閉館

18

19

20

21

22

23

24

閉館

9:45～17:00

9:45～15:25

9:45～17:00

10:30～17:00

9:45～17:00

閉館

3/1

2

3

1･2 年生返却週間

25

26

27

28

閉館

9:45～15:25

9:45～17:00

9:45～17:00

1･2 年生返却週間

※3 月分は 2/21(水)、学期間休業中は 3/22(木)頃に図書館前の掲示にてお知らせします※ <急遽変更あり>

2 月 16 日（金）で、1・2 年生の今年度の貸出も終了となります。
その後、図書館は 3 月いっぱいまでの約 1 ヵ月間、図書館の本が紛失していないか等を調べる「蔵
書点検期間」に入ります。その点検対象には、今、あなたが借りている本も対象となります。
貸出終了の翌週から約 2 週間、2 月 19 日（月）～3 月 5 日（月）までを図書返却強化週間とし、
22 日（木）の昼休み終了まで返却がなかった人には「督促状」を発行します。発行される前に！速
やかな返却にご協力をよろしくお願いします。

※1. 貸出終了後は、閲覧のみの図書館利用は出来ますが、一部、閲覧できない図書もあります。
閲覧できない図書については、各書棚に標示をしておきます。標示のある棚の本には触らな
いでください。

※2. 次回の貸出開始は 4 月の新学期が始まってからになります。
来年度も有意義に利用してください。

