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吉川市立図書館    TEL048-984-1888 
視聴覚ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ図書室  TEL048-981-8113 
中央公民館図書室   TEL048-981-1325 
旭地区センター図書室 TEL048-991-8118        携帯   スマートフォン 
インターネット 
http://www.yoshikawa-oasis-tosho.info/library/ 
携帯 
https://www.lib.yoshikawa.saitama.jp/WebOpac/mobile/index.do 
スマートフォン 
https://www.lib.yoshikawa.saitama.jp/WebOpac/spopac/index.do 

 

YA編集部員大募集中！！ 
吉川市立図書館では YA 編集部員を募集しています。 

本が好きな人、イラストや記事を書きたい人、新しいことに

チャレンジしてみたい人、大募集！ 

対象は、吉川市内 在学在中の小学校６年生～高校生です。 

お友だちと一緒も大歓迎！ 

応募は吉川市立図書館カウンターまたは電話で受付中です。 

みんなの参加待ってるよ！ 

☎048-984-1888  吉川市立図書館 

編集後記 

３月で卒業のあなたも、４月から進級するあなた

も、いまこの学年のうちにやり残したことありませ

んか？スタッフ N は学校を卒業してからもう何年

も経ちますが…(-_-)もっと制服で写真を撮ってお

けばよかった！とか、給食・学食が恋しかったり、

大人になると色々なことを思い出します…(;O;) 

みんなも後悔のないように、時間のある限り色々な

ことを楽しんでください！卒業するみなさん、卒業

おめでとうございます！YA コーナーの本は、子ど

もも大人も読める本！卒業しても YA コーナーの本

を読みに来てくださいね(*´▽｀*) 

スタッフ N 

 

 

編集部員さんたちは編集会議で集まったときや、各々家

で仕上げてきたりと自分のペースで作業しています！ 

まったりとおしゃべりしつつやっています( ^^) _旦~~ 

https://www.lib.yoshikawa.saitama.jp/
https://www.lib.yoshikawa.saitama.jp/WebOpac/
http://www.yoshikawa-oasis-tosho.info/library/news/up_img/1435648315-019160_2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-J-t8jnKnrbk/Ub_hru91NVI/AAAAAAAAU8s/Q1fEQkfGe-Y/s800/mushi_mitsubachi.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-o5_xc0DOYnQ/UWjYzNX2PBI/AAAAAAAAQL8/1OqFmODv-Nk/s1600/flower_tanpopo.jpg
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ハピネス! 

 

中学生・高校生のための 

読書情報誌ＹＡ’’’！ 

http://4.bp.blogspot.com/-IysYvUbUZLE/UZRWASRscpI/AAAAAAAAStY/_kM-hovF1vA/s800/sotsugyo_syousyo.png
http://1.bp.blogspot.com/-GWzvAm-2kgA/UZRV_G9sHKI/AAAAAAAASs8/FHOAdMIyd30/s800/sotsugyo_gakuran.png


 



 
『101 人が選ぶ「とっておきの言葉」』 

河出書房新社／編 河出書房新社 Y159.8 ヒ      

俳優、スポーツ選手、小説家、芸人、音楽家、学者、起業家など、さまざまな

分野で活躍している 101 人が選ぶ「とっておきの言葉」を、選んだ理由とと

もに紹介する。 

 

  

『がっかり行進曲』 

中島 たい子／著 筑摩書房 YF ナカ     

運動会、合唱祭、学芸会、遠足、大切な日に限って発作が。おかげで学校に

ちょっと馴染めない。勉強も運動も不得意だ。こんな私でもおとなになれる

かな? おとなになるのが不安な全ての人におくる書き下ろし青春小説。 

『方言萌え!?』 

田中 ゆかり／著 岩波書店 Y８１８タ     

方言を演出的ツールとして用いることが SNS やゲームを始め巷で流行中! 

そんな「ヴァーチャル方言」は、「リアル方言」にも影響を与えている。その

関係をつぶさに観察し、日本語や日本社会の新たな断面を浮き彫りにする。 

『命の意味命のしるし』 

上橋 菜穂子／著 講談社 Y910.2 ウ   

野に生まれたものは、野に在るように-。国際アンデルセン賞作家賞受賞作

家・上橋菜穂子と、野生動物の獣医師・齊藤慶輔の 2 人が、命とは何かを問

いかける。NHK E テレ「SWITCH インタビュー達人達」をもとに書籍化。 

『レイン』 

アン・M.マーティン／作 小峰書店 Y933.7 マ 

アスペルガー症候群の少女ローズにとって、愛犬レインは心の支え。ところ

が、巨大ハリケーンが来た日、レインは行方不明になってしまい…。せつな

くてやさしい愛の物語。 

『アーチー・グリーンと錬金術師の呪い』 

D.D.エヴェレスト／著 あすなろ書房 Y933.7 エ 

魔法界最大のイベント「国際魔法ブックフェア」開催! はなやかな催しの裏で、 

<食らう者>たちは、さらに勢力をのばし、<関所の壁>もゆらぎはじめる。そし

て、魔法図書館の新米見習い・アーチーには不吉な予言が…。 

(アーチー・グリーンと魔法図書館 2) 



  

『勝つ!百人一首「競技かるた」完全マスター』 

岸田 諭／監修 メイツ出版 Y798 カ 

相手に差をつける技術から、お手つきを引きずらないコツ、送り札のセオリ

ーまで、3 連覇を達成した競技かるた名人のテクニックや考え方を伝授。 

決まり字と札のグループ分け、札のグループ分けと取り札 100 枚も掲載。 

『銀杏堂』 

橘 春香／作・絵 偕成社 KF タチ 

骨董屋「銀杏堂」の女主人・高田さんが世界中を旅してあつめた、自慢の

品々。そのひとつひとつにめくるめく冒険物語が秘められているのです-。

高田さんが話してくれた、14 の冒険のお話。 

 

中学生時代の出来事をきっかけに、その頃の自分から目を背け続けてきた

『宇宙からのことば』      

毛利 衛／文 学研プラス Y538.9 モ 

宇宙飛行士たちは、宇宙で何を見て、何を感じるのでしょうか? 宇宙飛行

士たちが宇宙で感じて残したことばを、宇宙飛行士の毛利衛が解説。 

ことばを取り上げた宇宙飛行士についても紹介します。 

『これならできる!授業が変わるアクティブラーニング 1』 

小林 昭文／編著 汐文社 Y375 コ 

今はもう見ることのできない美しい幹の模様、岩に刻まれた繊細な葉の形、

動物化石には出せない味…。緑の地球へと移り変わっていった歴史が刻まれ

ている植物化石 68 点を写真で紹介し、解説する。化石採集の基本も掲載。 

『スピニー通りの秘密の絵』 

L.M.フィッツジェラルド／著 あすなろ書房 K933 フ 

「卵の下を探せ」 祖父が遺した謎の言葉。手がかりをひとつ見つけるたび、

謎はますます深まり…。美術の英才教育を受けてきた 13 歳の少女セオが、

セレブ女子ボーディとともに秘密の絵の鑑定に挑む! 

 

『猫の日本史』 

桐野 作人／編著 洋泉社 Y645.7 キ 

古代の天皇から禅僧、武士、江戸の庶民に至るまで多くの人々に愛されて

きた猫たち。残された数少ない記録から、猫の暮らしや、猫を中心とする

人々の交流等を丹念に描き出し、一千年以上におよぶ猫と日本人のかかわ

りをたどる。 

 



 

 

吉川市内の図書館（室）の所蔵の本であれば、図書館 HP から本の予約ができます。 

予約をするには、利用者カード番号・パスワードが必要です。 

（パスワードはカウンターでいつでも発行できます。詳しくはスタッフまで！） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『「ありがとう」の気持ちが伝わる曲あつめました。』 

シンコーミュージック・エンタテイメント 763.2 ア 

 

【楽譜】「大切」「Best Friend」「涙そうそう」「ハナミズキ」「愛唄」「言葉にできない」な

ど、“ありがとう”の気持ちが伝わるピアノ・ソロ曲を多数収録。 

 

『学校の音を聞くと懐かしくて死にたくなる』 

せきしろ／著 エンターブレイン YF セキ 

 

卒業式。僕たち 2年生は卒業生を送る。冬の終わりの国道を走るバスは溶けた雪が作っ 

た泥水で汚れている…。郷愁か、哀愁か。後悔か、未練か。追憶の短編ライトノベル集。 

『少女は卒業しない』 

朝井 リョウ／著 集英社 YF アサ 

           

廃校が決まった地方の高校での最後の卒業式。この「さよなら」は、きっと世界の扉を 

ひらく-。恋愛、友情、将来の夢、後悔、成長、希望など、青春のすべてを詰め込んだ連 

作短編集。 

季 節 の 本 

『ちょい大人力検定』 

石原 壮一郎／著 河出書房新社 Y361.45イ 

 

自己紹介でスベった。貸された本を読む気がしない。先生に名前を間違えられた…。こん 

な時、どう乗り切るのが「ちょい大人」? 全 61問の検定問題に挑戦しながら、友だち、 

先生、親と上手につきあうコツを身に付けよう! 

http://1.bp.blogspot.com/-a0Lz09yB43Q/UZRV-E0GIDI/AAAAAAAASso/d449X9q-8F4/s800/sotsugyo_boushi.png


 

 

 

順位 タイトル 著者 出版社 請求記号 

１ 翻訳できない世界のことば 
エラ・フランシス・

サンダース／著 
創元社 804 サ 

２ 蜜蜂と遠雷 恩田 陸／著 幻冬舎 F オン 

３ 陸王 池井戸 潤／著 集英社 F イケ 

４ タスキメシ 額賀 澪／著 小学館 F ヌカ 

５ コンビニ人間 村田 沙耶香／著 文藝春秋 F ムラ 

６ 東京會舘とわたし 辻村 深月／著 毎日新聞出版 F ツシ 

７ ツバキ文具店 小川 糸／著 幻冬舎 F オカ 

８ 
学校が教えないほんとうの

政治の話 
斎藤 美奈子／著 筑摩書房 Y310 サ 

９ アンマーとぼくら 有川 浩／著 講談社 F アリ 

１０ 小説君の名は。 新海 誠／[著] KADOKAWA YF シン 

１０ また、同じ夢を見ていた 住野 よる／著 双葉社 F スミ 

埼玉県の図書館司書が選んだ 

 

『翻訳できない世界のことば』 

インドネシア語「JAYUS」(笑うしかないくらい笑えないひどいジョーク)など、

他の言語に訳すと一言では言い表せない「翻訳できないことば」を世界中から

集め、感性豊かな解説と瀟洒なイラストを添えて紹介する。 

『蜜蜂と遠雷』 

養蜂家の父とともに各地を転々とし自宅にピアノを持たない少年、かつての天

才少女、サラリーマン…。ピアノコンクールを舞台に、人間の才能と運命、音

楽を描いた青春群像小説。 

2015 年 11 月から 2016 年 10 月までに出版された本の中から選ばれた高校生におすすめの本です！(^^)/ 

詳しくは埼玉県高校図書館フェスティバルの HP（http://shelf2011.net/）をチェックです！ 

http://shelf2011.net/

