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吉川市立図書館    TEL048-984-1889 
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         
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・在住の小学校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いるよ！ 

☎048-984-1889  吉川市立図書館 

編集後記 

４月になりました。みなさん進級進学おめでとうございます✿新しい生活は大変なこともあるかもしれま

せんが、きっと嬉しいことや楽しいことがいっぱい待っていますよ！頑張ってください！ スタッフＮ 

 

 

携帯    スマートフォン 

 
 
・埼玉少年少女スポーツ ・読売中高生新聞 
・月刊なるほドリ    ・朝日中高生新聞       
・高校生新聞 ・The Japan Times Alpha    

 

あなたのおすすめ本募集中！ 

書いたら、近くの図書館（室）へ持っていってスタッフに渡してね！ 

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
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ハピネス! 

 

中学生・高校生のための 

読書情報誌ＹＡ’’’！ 



 

 

（以上、TRC マークより引用） 

 

    

『パラレルワールドラブストーリー』 × 本  5/31～ 公開 

脳の研究を行うバイテック社で働く幼なじみの敦賀崇史（玉森裕太）と三輪智彦（染谷将太）は、親友でも

あり良きライバル。ある日突然、彼が迷い込んでしまった、二つの世界。一つの世界では愛する津野麻由子

（吉岡里帆）と自分が恋人同士。しかしもう一つの世界では親友の恋人に。目が覚めるたびに代わる２つの

世界で真実にたどりつけるのか？（ＨＰより一部引用） 

●『パラレルワールド・ラブストーリー』 

東野 圭吾／著 講談社 BF ヒカ 

コンピュータメーカーで仮想現実を研究する敦賀は、自分の恋人が無二の親友の恋人

であったことを思い出す。自分のもう一つの過去を探るため、敦賀は真相を探るが…。 

 

 

『映画ドラえもん のび太の月面探査記』× 本  3/1～ 公開中 

「ドラえもん」の劇場版シリーズ 39 作目。直木賞作家の辻村深月が映画脚本に初挑戦。月面探査機がと

らえた白い影をのび太は「月のウサギだ！」と主張するが、みんなから笑われてしまう…。そこで、ドラ

えもんのひみつ道具「異説クラブメンバーズバッジ」を使い、月の裏側にウサギ王国を作ることに。そん

なある日、不思議な転校生の少年ルカが現れ、一緒にウサギ王国に行くこと…。（ＨＰより一部引用） 

●『小説映画ドラえもんのび太の月面探査記』 

藤子・F・不二雄／原作 辻村 深月／著 小学館 F ツシ 

ドラえもんのひみつ道具を使って、月の裏側にウサギ王国を作ることに。そんなある日、

のび太のクラスに謎の転校生がやってきて…。脚本を手がけた辻村深月が、自ら書き下

ろした長編。 

 

『凍りのくじら』 辻村 深月／著 講談社 F ツシ 

カメラマンの父が失踪してから 5年。毀れそうな家族をたったひとりで支えてきた高

校生・理帆子の前に現れた青年・別所あきら。彼の優しさが理帆子の心を癒していく

が…。家族と大切な人との繫がりを描く「少し不思議」な物語。 

★各章のタイトルがドラえもんのひみつ道具になっている★ 

『ナミヤ雑貨店の奇蹟』 東野 圭吾／著 角川書店 Ｆヒカ 

あらゆる悩みの相談に乗る、不思議な雑貨店。しかしその正体は…。物語が完結する

とき、人知を超えた真実が明らかになる！ 

★小説と映画どっちも味わってみて！★ 

ＤＶＤ『ナミヤ雑貨店の奇蹟』廣木 隆一／監督 KADOKAWA ２１１ナミ 



 

 

（以上、TRC マークより引用） 

 

 

 

 

   

４月 23 日から 5 月 12 日はこどもの読書週間です。 

新しい本に出会うために文学賞や図書館おすすめの本

をチェックしてみてね！ 

 

 

 

 

『愛なき世界』 

三浦 しをん／著 中央公論新社  F ミウ 

 

『ある男』 

平野 啓一郎／著 文藝春秋 F ヒラ 

 

『さざなみのよる』 

木皿 泉／著 河出書房新社 F キサ  

 

『そして、バトンは渡された』 

瀬尾 まいこ／著 文藝春秋 F セオ 

 

『熱帯』 

森見 登美彦／著 文藝春秋 F モリ 

 

『ひと』 

小野寺 史宜／著 祥伝社 F オノ 

 

『ひとつむぎの手』 

知念 実希人／著 新潮社  F チネ 

 

『火のないところに煙は』 

芦沢 央／著 新潮社 F アシ 

 

『フーガはユーガ』 

伊坂 幸太郎／著 実業之日本社 F イサ 

 

『ベルリンは晴れているか』 

深緑 野分／著 筑摩書房  F フカ 

部活！ 

『部活魂！』  

岩波書店編集部／編 岩波書店 Y914 フ 

 

「私の学校の部活自慢!」というテーマで

募集した、全国の中学生や高校生の作品

を収録。夢や努力、喜び、挫折、仲間など、

10 代のさまざまな思いが込められた「部

活魂」を紹介する。 

 

  
『部活で差がつく！ 

バスケットボール弱点克服マニュアル』  

田渡 優／監修 メイツ出版 Y783.1 フ 

 

部活動でバスケットボールに取り組むプ

レーヤーに向けて、上達するためのコツ

や強豪校の必勝ノウハウ、部の運営に関

する 50 の質問と回答を示し、連続写真

を用いてわかりやすく解説する。 

 

  

本屋大賞は 

４月９日（火）発表です！ 

ノミネートの 10 作品はこちら 

『部活で俳句』 

今井 聖／著 岩波書店 Y911.3 イ 

 

ぼくらのいまを 5・7・5 で「写生」し

よう! 意表を突くアイデアで、高校生た

ちに俳句のおもしろさを伝えた著者が、

型にしばられずに日常を写し取る俳句

の魅力を語る。 

あなたは部活に入ってますか？ 

運動部も文化部も、本を参考にして

みると新しい発見があるかも！ 

 



 

 

  

図書館へでかけよう！ 
図書館って身近にあるけどあまり行ったことないかも…？そんなそこのあなた！この春、図書館デビュー

しませんか？しばらく行ってなかったな～！なんて人も久しぶりに図書館へ出かけてみましょう！！ 

図書館は本を貸出しているところ？ただそれだけではありません。館内で本を読むこともできるし、勉強

もできます。調べもの用のパソコンも置いてあります。図書館の CD・DVDを視聴するスペースもあります。 

もちろん本だって、調べものや勉強に役立つ本もあるし、眺めるだけで楽しくなっちゃう趣味に役立つよ

うな本や旅行ガイドもあります。図書館には色々なジャンルの本があるんです。 

図書館は誰でも利用できる場所。上手に使いこなして勉強にも趣味にも役立ててくださいね！ 

 

本の貸出には利用カードが必要です。 

まずはカードを作りましょう！ 

登録できるのは吉川市と、近隣の五市一町に在住・在学の方

に限ります。 

登録には名前と住所が確認できる身分証明書が必要です。 

 

本を返却する時は近くの図書館カウンターへ！ 

休館日・時間外はブックポストが空いているのでそちらに返

却して下さい。ブックポストに入れられるのは本のみです

（視聴覚資料は不可）返却は市内のどこの館でもできます。 

図書館で勉強する？本を読む？ 

 

読書室または YA コーナーの座席は 

自由に使えます。 

読書をしてもよし、勉強をしてもよし！ 

マナーを守って、混んでいるときは譲り 

合って使ってくださいね。 

 

貸出期限：２週間 

本の冊数：図書 制限なし 

  雑誌 バックナンバー５冊まで 

  CD・DVD 合わせて２点 

吉川市での決まりです。 

自分の通っている学校の図書室はどうかな？ 

市立図書館には自分で貸出が出来る自動貸出機もあ

ります！ 

本の検索・予約は図書館

HPからもできます！ 

吉川市立図書館について詳しく知りたい人は HPも見てみてね♪ 

 
吉川市立図書館 または裏表紙のＵＲＬをチェック！ 



 

 

（以上、TRC マークより引用） 

 

  

『人生を豊かにする学び方』 

 

汐見 稔幸／著 筑摩書房 Ｙ002シ 

一人ひとりの「学び」を育てること

は、偏見や思い込みから解放され、

選択肢を増やし、目的に応じて自

分の道を選ぶためにも大切なので

す。幼児教育の専門家が、一生役立

つ学び方を教えます。 

『世界図書館遺産』 

ギヨーム・ド・ロビエ／写真 創元社 012ロ 

 

フランスの建築写真の第一人者

が、ヨーロッパを中心に世界 12

カ国、計 23 の由緒ある図書館を

巡り、絢爛豪華な空間・意匠を約

200 点の美しい写真に収める。

それぞれの図書館の成り立ちや

歴史をひもとく解説も収録。 

『図書館が教えてくれた発想法』 

 高田 高史／著 柏書房 Ｙ015 タ 

 

図書館には、森羅万象あらゆる

ことに関する本が並んでいま

す。そこから必要な情報を引き

出し、使いこなすためのコツ、検

索に役立つ発想法を、第一線で

働く図書館司書が初心者にもわ

かりやすく教えます。 

『図書館徹底活用術』 

寺尾 隆／監修 洋泉社 015 ト 

 

情報の宝庫、図書館を 

使いこなそう! 最新の 

検索方法から、館内で 

の利用術、ビジネス支 

援等の新しい役割や変 

化まで、図書館の活用 

テクニックを紹介する。専門図書館ガ

イド、図書館利用の達人 6 人のイン

タビューも掲載。 

 

  

『本を味方につける本』 

永江 朗／著 河出書房新社 Ｙ019 ナ 

 

本は探さなくていい、バラバラに

していい、内容を忘れていい、歯

磨きをしながら読んだっていい

…。本読みのプロが、本とうまく

付き合い、手なずけるコツを大公

開。楽しいイラスト入り。 

図書館あれこれ 

『読みたい心に火をつけろ！』 

 木下 通子／著 岩波書店 Ｙ017.4 キ 

 

おいでよ、図書館へ。埼玉県の高

校で学校司書をしている著者が、

生徒とのやり取りなど、たくさん

のエピソードを織り込んで、日々

のイキイキとした図書館を伝え

る。本と子どもをつなぐ学校司書

の仕事も紹介。 



 

 

（以上、TRC マークより引用） 

 

 

『天使のにもつ』 

 いとう みく／著 童心社 YF イト 

保育園を職場体験先に選んだ中学 2 年の風汰。「なんだって、こんなとこ選んじゃっ

たんだろっ」と、保育園の看板に目をやって、ため息をついたこともあったが…。風

汰の 5日間の物語。『日本児童文学』連載に加筆し単行本化。 

『12 の問いから始めるオリンピック・パラリンピック研究』 

坂上 康博／編著 かもがわ出版 Y780.6 サ 

メダルの数より大切なこととは。オリンピック・パラリンピックは単なるスポーツ

の祭典ではなく、社会をよりよいものにかえていくことを目指した運動の一環。12

のテーマを取り上げ、スポーツと社会の今と未来を考える。 

新 刊 案 内

『こども「折々のうた」100』 

大岡 信／著 小学館 Y911.1 オ 

松尾芭蕉、小林一茶、石川啄木など、教科書でもなじみ深い作者から、現代作者ま

で。詩人・大岡信が『朝日新聞』に連載した詩歌のコラム「折々のうた」より、知っ

ておきたい短歌と俳句を 50ずつ収録する。 

『通訳者・通訳ガイドになるには』 

鑓田 浩章／著 ぺりかん社 Y801.7 ヤ 

言語と言語の橋渡しをするスペシャリスト、通訳者・通訳ガイド。専門的なスキル

や知識、経験を要求され、語学堪能なだけでは務まらない仕事の実際から「なり

方」までを解説する。国際舞台で活躍する人々の姿も紹介。 

『都会のトム&ソーヤ 16』 

はやみね かおる／著 講談社 ＹＦハヤ 

竜王デパートで開催された世界の奇書展。財宝の在処が書かれたと噂される「ダン・

ユーチキの航海日誌」が、厳重警備の下、公開される。一方で、内人は自らゲームを

作ることになるのだが、そのゲームが思いもよらぬ方向に…。 

 

  



 

 

（以上、TRC マークより引用） 

 

市立図書館 YA展示では『お弁当をもってでかけよう！』『埼玉県の高校図書館司書が選んだ

イチオシ本 2018』の２つを展示中です！ぜひ、沢山借りてくださいね📖  

 

 

 

   

埼玉県の高校図書館司書が選んだ 

イ チ オ シ 本 

 

 

 

 

 

 

『具だくさんおにぎり』 

中村 美穂／著 文化学園文化出版局 596.3 ナ 

 

忙しい毎日でも手軽にしっかり栄養を摂れる具だ

くさんおにぎり。お弁当、お留守番用のほか、夜食

用の雑炊風おにぎり、パーティ用のおにぎりなどを

紹介します。野菜の浅漬けレシピやみそ汁バリエー

ションも収録。 

 

 

 

 

 

 

『働きざかり、遊びざかりに元気弁当』 

小林 ケンタロウ／著  

文化学園文化出版局 596.4 コ 

 

忙しい朝、自分のために気楽に弁当を作るための

本。鍋 1 個とフライパン 1 個、もしくは鍋 2 個で

作れる弁当のレシピを掲載。冷蔵庫にある材料で作

れるように、メインのおかずの素材別に紹介する。 

 

 

 

 

 

 

『新しい分かり方』 

佐藤 雅彦／著 中央公論新社 Y757サ 

 

メディアの枠を超え、常に新しいコミュニケーショ

ンデザインを提案してきた佐藤雅彦が、想像のはる

か上を行く「分かる」「伝える」を作品とともに伝え

る。解説としての意味もある珠玉の随筆付き。 

 

 

 

 

 

 

 

 

『泥』 

ルイス・サッカー／作 小学館 Y933.7 サ 

 

立ち入り禁止の森で、なにか恐ろしいことが起こる

予感がする…。環境問題を背景に、バイオテクノロ

ジーが生んだモンスターの恐怖を、ミステリータッ

チのスリラーとして描いた、コメディ要素をふくむ

作品。 

 

 

 

職場体験に来た 

東中学校の生徒さん

が考えてくれまし

た！ 


