ＹＡ通信

-本を借りるには１．貸出券を作ることができるのは、次の条件に該当する方です。
●東温市内にお住まいの方
●東温市内に通勤または通学をしている方
●松山市・伊予市・砥部町・松前町・久万高原町にお住まいの方
〔広域(いのとん)カードとなります〕
２．図書・雑誌・AV 資料合わせて、6 点まで２週間借りられます。
〔広域(いのとん)カードの方は、合計で 6 点まで。
ただし、雑誌は貸出できません〕

-本を返すには-

11 月号

※ YA（ワイ・エー）とは ➡ヤングアダルト（Young Adult）の略で、主に中学生・高校生を中心とした１０代の人を指す言葉です。

☆ＹＡの本棚☆〈映画化本特集〉
今月の新刊
2022 秋クール

ドラマ化本

＊返却期限は厳守しましょう!!

１．本のみカウンターにお持ちください。貸出券は必要ありません。
本館・川内分館・移動図書館は一つの図書館です。どの館で借りた
本を、どの館に返却いただいてもかまいません。
２．図書館が閉まっている場合は、本館・分館に備え付けの返却ボック
スをご利用ください。

東温市立図書館
令和 4 年 11 月１発行
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-本を探すには１．本の検索は、館内の検索機「OPAC」で行うことができます。また、
インターネットからも検索可能です。（http：//www.toon-lib.jp）
カウンターでも検索いたしますので、お気軽にお申し出ください。

東温市立図書館（本館）
東温市見奈良 509-3

-本を予約するには１．カウンター、OPAC、インターネット（http://www.toon-lib.jp）
から行うことができます。
２．インターネット、OPAC から予約するには、パスワードの登録が必
要です。登録時にパスワードを設定していない場合は、カウンターで申請を
行ってください。

（川内分館）

（089）964-3414

開館時間

9:00～19:00

休 館 日

毎月末・年末年始・特別整理期間（３月）

東温市南方 264

（089）966-4721

開館時間

9:00～17:15

休 館 日

毎月末・祝日・第３日曜日・年末年始
特別整理期間（３月）

『ソード・アート・オンライン プログレッシブ』

『線は、僕を描く』
砥上裕將/著 出版社:講談社

この秋から 2023 年にかけて映画公開となる本を紹介します。
紹介した以外にも、映画原作本はたくさん揃っていますので、
カウンターにお問合せください。

両親を事故で失い、喪失感の中にあ
った大学生の霜介は、バイト先で水
墨画の巨匠・篠田湖山と出逢い、内
弟子にされてしまった･･･。
映画タイトル『線は、僕を描く』
主なキャスト：横浜流星/清原果那
公開日：10 月 21 日

『あちらにいる鬼』

『ある男』

『母性』

井上荒野/著 出版社：朝日新聞出版

平野啓一郎/著 出版社：文藝春秋

湊かなえ/著 出版社：新潮社

小説家の父、美しい母、そして瀬戸内
寂聴をモデルに、《書くこと》と情愛に
よって貫かれた 3 人の《特別な関係》
を長女である著者が綴った作品。

里枝には、2 歳の次男を脳腫瘍で失
って、夫と別れた過去があった。長男
を引き取り、14 年ぶりに故郷に戻っ
た後、大祐と再婚するが・・・。

映画タイトル『あちらにいる鬼』
主なキャスト：寺島しのぶ/豊川悦司/広末涼子
公開日：11 月 11 日

映画タイトル『ある男』
主なキャスト：妻夫木聡/安藤サクラ/窪田正孝
公開日：11 月 18 日

2021 年に公開された『星なき夜のア
リア』の続編となります。《SAO》物語
のすべての始まり、アインクラッド第一
層からの軸跡。
映画タイトル
『劇場版 ソード・アート・オンライン プログレッシブ 冥き夕闇のｽｹﾙﾂｫ』
主なキャスト：松岡禎丞/戸松遥
公開日：10 月 22 日

太宰治/著 出版社：角川書店
終戦直後の荒れ果てた東京・本郷の
屋敷は人手に渡り、再出発を願う一
家が移り住んだ西伊豆の別荘を舞
台に物語が大きく動く。
映画タイトル『鳩のごとく蛇のごとく斜陽』
主なキャスト：宮本茉由/安藤政信
公開日：11 月 4 日

『シャイロックの子供たち』

『かがみの孤城』

暗闇の中で求めていた無償の愛、温
もり。「それ」をめぐる母の記憶と娘の
記憶、あるいは探索の物語。
映画タイトル『母性』
主なキャスト：戸田恵梨香/永野芽郁
公開予定：11 月 23 日

◇氏田雄介/編著 『54 字の物語 Q』 PHP 研究所
◇氏田雄介/編著 『54 字の物語∞』 PHP 研究所
◇浅野恵子/著 『芸術学部』 ぺりかん社
◇ｲﾝﾌｫﾋﾞｼﾞｭｱﾙ研究所/著 『図解でわかる 14 歳から知る生物多様性』 太田出版
◆饕餮/著 『転移先は薬師が少ない世界でした 6.7』 アルファポリス
◆嬉野君/著 『竜血の娘』 新書館
◆久乃川あずき/著 『〈創造魔法〉を覚えて、万能で最強になりました』
アルファポリス
◆華宮ルキ/著 『たくまし令嬢はへこたれない！2』 TO ブックス
◆榊与一/著 『アイテム無消費だけが売りの俺、
ダンジョン最下層へと追放される』 アルファポリス

川原礫/著 出版社：KADOKAWA

『斜陽』

辻村深月/著 出版社：ポプラ社
部屋に閉じこもっていた「こころ」の目の
前で、鏡が光り始めた。輝く鏡をくぐり
抜けた先の世界には、似た境遇の 7
人が・・

池井戸潤/著 出版社：文藝春秋
東京第一銀行・長原支店で起きた、
現金紛失事件。ベテランお客様係の
西木は、同じ支店の愛理と田端とと
もに、この事件を探っていくが・・・。

映画タイトル『かがみの孤城』劇場アニメ
主なキャスト：當真あみ/北村匠海
公開予定：12 月 23 日

映画タイトル『シャイロックの子供たち』
主なキャスト：阿部サダヲ/上戸彩/玉森裕太
公開予定：2023 年 2 月 17 日

『祈りのカルテ』

『霊媒探偵城塚翡翠』

『早朝始発の殺風景』

知念 実希人/著
出版社：KADOKAW

相沢 沙呼/著
出版社：講談社

青崎 有吾/著
出版社：集英社

研修を経て循環器内科医となっ
た諏訪野良太は医学生時代の同
級生・小鳥遊に遭遇する。小鳥
遊が連れていた研修医の鴻ノ池
に研修エピソードを聞かれ･･。

推理作家として難事件を解決し
てきた香月は心に傷を負った翡
翠と出逢う。彼女は霊媒であり、
死者の言葉を伝えることができ
るが、そこに証拠能力はなく･･･。

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
変わっていき･･･。

放送開始:10 月 8 日（土）
22:00～ 日テレ
ｷｬｽﾄ：玉森裕太/池田エライザ

放送開始:10 月 16 日（日）
22:30～ 日テレ
ｷｬｽﾄ：清原果耶/瀬戸康史

放送開始:11 月 4 日（金）
23:30～ ＷＯＷＯＷ
ｷｬｽﾄ：山田杏奈/奥平大兼

