Ｓｔａｒｔ

Ｂｏｏｋｌｉｓｔ

～はじまりは一冊の本～

カーテンコール！
加納 朋子／著，新潮社

それしかないわけないでしょう

もし何か困難に出会ったとき、
忘れないでいてほしい。「あなた
は素晴らしい」ということを。前向
きに一歩を踏み出す勇気をくれ
る一冊です。

ヨシタケ シンスケ／著，白泉社

（三次館 平川 仁香）

Ｆｉｒｓｔ

Ｓｔｅｐ

～一歩～

未来に待っているの
は、大変なことばか
り？！それって本当？
考え方ひとつで未来が
楽しく見えてくるはず。
あ なたの 子 ども にも 読
んであげて欲しい。

（おはなし会 ぐるんぱ 長岡 まり）

あれあれあれれ
つちだ のぶこ／作
ポプラ社

人の心を感じられる人
になって欲しいな。意思疎
通が上手くいかなかった
り、イライラした時に読む
と、クスッと笑えて気持ち
が楽になると思います。
（トトロのおはなし会）

フランクリンの
空とぶ本やさん
ジェン・キャンベル／ぶん
ケイティ・ハーネット／え
横山 和江／やく，ＢＬ出版

自分の好きなものの魅力
を、たくさんの人と分かち合え
る友だちを見つけた時の、胸
躍るような嬉しさがあふれる
一冊です。見つめ合う二人、
素敵でしょ！
（甲奴館 富井 としみ）

心に火を灯す賢人の名言
リベラル社／編集，リベラル社

勇気が出ないとき、悩ん
でいるとき、新しい世界に踏
み出すとき…。あなたが今、
必要としている言葉がここに
あります。
（三次館 松島 陽子）

じごくのそうべえ
桂米朝・上方落語・地獄八景より
田島 征彦／作，童心社

風味絶佳
山田 詠美／著，文藝春秋

甘いだけじゃない。ときに
ほろ苦く、ときにスパイスが効
いた恋愛小説。まさに「風味
絶佳」の味、ご賞味あれ！
（三次館 金光 美由紀）

次々とやってくる地獄の鬼たち。
でも、智恵と勇気とアイデアで、笑
い飛ばして楽しんで。ついには鬼も
参っちゃう。人生、何とでもなるもん
やで！
（朗読すばるの会 元泉 園子）

Ｃheer
大人の語彙力使い分け辞典
吉田 裕子／著，永岡書店

お礼や断り方など、仕事やプ
ライベートで使う『言葉の選び方』
をわかりやすく紹介しています。
明日から使ってみたいと思える
マナー本です。
（三良坂館 鶴本 寛子）

～応援～
オトナ女子の気くばり帳
気くばり調査委員会／編
サンクチュアリ出版

気くばりが自然に できる
素敵な大人へのヒントがたく
さん載っていますよ！
（三次館 末近 裕子）

しろいうさぎとくろいうさぎ
ガース・ウィリアムズ／ぶん，え
まつおか きょうこ／やく，福音館書店

白いうさぎと黒いうさぎ
の 心 が ほ っ とす る お話 で
す。あなたにとって、すてき
なパートナーが現れた時、
一緒に読んで欲しい一冊
です。

（吉舎おはなしの会 りんく 音野 由美）

世界でもっとも貧しい大統領
ホセ・ムヒカ日本人へ贈る言葉
ホセ・ムヒカ／述，佐藤 美由紀／編著
双葉社

‟世界でもっとも貧しい
大統領“と言われた、ウル
グアイの元大統領ホセ・
ムヒカ。幸せや愛につい
て、これからを生きる人々
へのメッセージ。
（作木館 藤本 久美子）

２０１９年４月２６日、
三次もののけミュージアムがＯＰＥＮ！

Hot topic

江戸時代の三次を舞台とした妖怪物語《稲生物怪録》や
妖怪研究家の湯本豪一さんから寄贈されたコレクション
を展示し、最新のデジタル技術を駆使した体験型博物館
が開館しました。
関連本を読んでみよう！

～話題～

今、
三次が
あつい！
松下幸之助のことがマンガで
３時間でわかる本

ちょっと今から仕事やめてくる

吉田 浩／著，つだ ゆみ／マンガ
明日香出版社

経営の神様こと、松下
幸之助の生き様を書いた
一冊。社会で活躍するあ
なたのためにぜひ読んで
いただきたい本です。漫
画を交えた分かりやすい
内容です。
（三次館 恵川 幸太郎）

北川 恵海／著，ＫＡＤＯＫＡＷＡ

既に働いている方、今から就職
活動がやってくる方、どちらにもお
すすめの一冊です！！改めて、仕
事とは何かを考えさせてくれます。
（三次館 石田 恵美）

スマイル！
笑顔と出会った自転車地球一周
１５７カ国、１５５，５０２ｋｍ
小口 良平／著，河出書房新社

億男
川村 元気／著，マガジンハウス

「お金があれば幸せ？」でも
「お金がなくても幸せ」って言え
るほど人間って強くない。じゃあ
幸せっていったいなあに？
（三次館 有光 七重）

何かを成し遂げたいと思った時、
そこに“覚悟”があれば、きっと前に
進めるはず。自分らしく生きるため
に、今の自分を見つめてみよう。
（三次館 福田 理栄子）

Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ
～挑む～

洗車のテクニック
＆メンテナンス

ひとり暮らしの教科書
ｍｉｎｉ＋ＳＰＲｉＮＧ編集部／著，宝島社

カーケアジャパン／監修，成美堂出版

免許が取れたら、愛車に乗って
出かけよう！車のメンテナンスは
デキる大人の常識！
（吉舎館 大田 紗弥）

衣・食・住 『自分のことは自分で
する』のも大人への第一歩。もうは
じめている方には生活のヒントにな
る一冊です！
（三次館 藤山 麻友美）

白いぼうし
車のいろは空のいろ １
あまん きみこ／作，北田 卓史／絵
ポプラ社

「レモンの匂いですか」「いいえ夏
みかんです」この会話覚えてる？
今でも教科書に載ってるんです。空
色のタクシーのお話は、他にも沢
山あるんですよ。
（布野館 佐々木 志緒）

Ｔｒａｖｅｌｉｎｇ
～旅～

旅をする木
星野 道夫／著，文藝春秋

アラスカが好きで、写真家として沢山の写真を
撮り続けた星野道夫。自然や動物、自然の中で
生きる人々に出会えた幸運にあふれています。
スマホのかわりにポケットに一冊！

オレゴンの旅

（吉舎おはなしの会 りんく 栗本 博子）

ラスカル／文，ルイ・ジョス／絵
山田 兼士／訳，セーラー出版

一度はこの目で見てみたい！
日本の世界遺産

きっかけは「ねえデューク、ぼく
を大きな森まで連れてっておくれ」
という一言。ぼくはオレゴンと旅が
できて幸せでした。その旅の終わ
りにぼくが見つけたものとは・・・。
美しい絵が語る絵本の世界を楽し
んでください。

三好 和義／著，ＰＨＰ研究所

（吉舎おはなしの会 りんく 福永 三和子）

旅のラゴス
筒井 康隆／著，徳間書店

旅先での出会いと別れ、そしてまた
旅。ラゴスの長い長い旅の物語。旅行
ではなく旅に出たくなる一冊。
（三和館 巳之口 佳達）

いつも近くに本がある

～Ｂｏｏｋ

日本で始めて世界自然遺産に登録され
た屋久島に魅了され、日本中の世界遺産
をすべて撮影した著者。京都・奈良の古
寺、屋久島・小笠原諸島の自然など、一度
は訪れてみてはいかがでしょうか。
（君田館 加島 寿子）

Ｌｉｆｅ ようこそ図書館へ～
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