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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 

もうすぐ夏休み！みなさんは今年の夏は何をしますか？普段できないことにチャレンジするもよし！休

息するもよし！楽しい夏を過ごしてくださいね！ただし 宿題はお早目に！！！！（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            ・週刊 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’’’！ 



 

 

 

 

     

『天気の子』 × 本  7/19～ 公開 

「あの光の中に、行ってみたかった」 

離島から家出し、東京にやってきた高校生の帆高。生活はすぐに困窮し、孤独な日々の果てにようやく見つ

けた仕事は、怪しげなオカルト雑誌のライターの仕事だった。彼のこれからを示唆するかのように、連日降

り続ける雨。そんな中、都会の片隅で、帆高は一人の少女に出会う。ある事情を抱え、弟とふたりで明るく

たくましく暮らす少女・陽菜。彼女には、「祈る」ことで空を晴れにできる不思議な能力があった。 

（ＨＰより一部引用） 

●『新海誠展』 新海 誠／画 朝日新聞社 778.77 シ 

絵コンテや作画、設定資料などを通して、アニメーション監督・新海誠の 15

年の軌跡を振り返る。新海誠インタビュー、安藤雅司×田中将賀の対談なども

収録。2017 年 6 月〜2018 年 2 月開催の展覧会の図録。 

 

 

 

『小説君の名は。』 

新海 誠／著 KADOKAWA YFシン 

田舎町に暮らす女子高校生・三葉は、自分が 

男の子になる夢を見る。一方、東京で暮らす 

男子高校生・瀧も自分が女子高校生になる夢を見る。2 人

は夢の中で入れ替わっていることに気づくが…。 

『水彩色鉛筆で描くコミックイラストレッスン』 

古島 紺／著 グラフィック社 Y726.5 コ 

多彩な塗り方、使い方でボリュームを 

出すことが得意な水彩色鉛筆を使った、 

コミックイラストの描き方を紹介。 

「人物」「質感」「背景」などのイラス 

トメイキングや、アナログ画材の着彩テクニック

を徹底解説する。 

『アニメージュ』 

新作紹介や作者・監督インタビューなどの企画が充実して

いる、アニメ情報誌のパイオニア。 

※雑誌はバックナンバーのみ貸出可能です。最新号は館内で閲覧できます♪ 

『小説雲のむこう、約束の場所』 

新海 誠／原作 KADOKAWA BF カノ 

北海道がまだ「エゾ」と呼ばれていて、敵国 

の占領地だったころ。そうだ。ぼくたち 3 人 

は、あの夏、ここからあの塔を眺めて、小さな約束をした

んだ…。 

 

『人生を変えるアニメ』 

河出書房新社／編 河出書房新社 Y778.7 シ 

人生に必要なことはすべてアニメが教 

えてくれる!アニメ監督、声優、小説家 

評論家など 27 名が、若い人たちに本 

気ですすめるアニメを紹介。もっとア 

ニメに出会うための作品ガイドも収録する。 

雑誌 

アニメやイラストが好きな人にオススメ！ 

小説とアニメを見比べてみると新しい発見があるかも？ 関連本 

（以上、TRCマークより引用） 

 

 



 

 

（以上、TRC マークより引用） 

 

 

 

 

 

   『夏休み。』 

あさの あつこ／[著] ジャイブ  YF ナツ 

 

あさのあつこ、石井睦美、石崎洋司 

川島誠、梨屋アリエ、前川麻子、人 

気作家 6 人によるティーンエイジ 

の少年少女を描いたオリジナル短編 

アンソロジー。 

『ペーパーボーイ』 

ヴィンス・ヴォーター／作 岩波書店 Y933.7ホ 

 

1959 年、メンフィス。ぼくは夏 

休みのあいだ、友達の代わりに新 

聞配達をすることになった。すぐ 

どもるせいで人と話すのは緊張す 

る。でもその夏は、思いもよらな 

い個性的な人たちとの出会いと、 

そして事件が待っていた-。 
『水族館の殺人』 

青崎 有吾／著 東京創元社 F アオ 

 

夏休み、風ケ丘高校新聞部の面々 

が訪れた水族館で、サメが飼育員 

に喰いついた。駆けつけた警察は、 

殺人事件として捜査を始めるが容 

疑者には強固なアリバイが。仕方 

なく、あの天才・裏染天馬を呼び出すことに…。 

『一〇五度』 

佐藤 まどか／著 あすなろ書房 YF サト 

 

都内の中高一貫校に編入した中学 

3 年生の真は椅子オタク。超中学 

生級モデラーの梨々とタッグを組 

み、プロダクトデザインの登竜門 

「全国学生チェアデザインコンペ」 

に挑む…! 椅子デザイナーを目指す少年の、熱い夏

の物語。 

もうすぐ夏休み！夏が舞台の小説を集めました。 

『13 歳のシーズン』 

あさの あつこ／著 光文社 YF アサ 

 

家庭環境も違えば性格も違う中学 

の同級生 4 人は、夏休みの宿題の 

年表を一緒に作ることに。次第に 

お互いの存在を認め合うようにな 

るが、年表にトラブルが発生し…。 

 

『ぼくらの七日間戦争』 

宗田 理／作 ポプラ社 YF ソウ 

 

夏休みを前にした 1 学期の終業式の 

日、東京下町にある中学校の 1 年 2 

組の男子生徒全員が姿を消した。彼 

らは河川敷の廃工場に立てこもり大 

人たちへの「叛乱」を起こしたのだ… 

7 日間に及ぶおとなたちとの大戦争を描く。 



 

 

  

 

～調べる学習３ステップ～ 

❶「なぜ？」と思ったことをテーマにしてみよう！ 

❷学校や図書館の本を使って、テーマについて調べてみよう！ 

❸実際に作品を作ってみよう！ 
 

大きさ 小学生はＢ４サイズまで 

中学生はＡ４サイズまで 

(目次、参考文献を書くページは除いて 50ページ以内） 

 

作品について 

 

応募の手続き 

 
作品を作る際に使用した本の題名や図書館名を記入し、応募カードと作品を一緒にして

市内の学校または図書館に提出する。（市外の学校の人は図書館に提出） 

 

 

・入賞作品は 11 月上旬に応募者本人に通知すると

ともに、吉川市立図書館ホームページ及び館内掲

示で発表します。 

・応募者の個人情報については、調べる学習コンク

ールに関すること以外の目的には使用いたしませ

ん。 

・上位の作品は、公益財団法人図書館振興財団が主催

する全国コンクールの三次審査に推薦します。 

・全国コンクールで入賞した作品の著作権は、公益財

団法人図書館振興財団に帰属します。 

・応募者自身のオリジナルの作品に限ります。 

・他のコンクールとの二重応募はできません。 

 

他のコンクール 

募集期間：9月 1日（日）～10月 10日（木） 



 

 

（以上、TRC マークより引用） 

 

  

※中学生の部には 6/1～9/1まで制限があります。 【貸出・予約】１人 2点 【貸出期限】１週間 

第 65回青少年読書感想文全国コンクール 

『星の旅人』 小前 亮／著 小峰書店 Y289.1 イ 

行方知れずの父を探すため、少年は伊能隊と共に旅をする…。伊能忠敬の足跡を、

少年の視点で描く歴史読み物。伊能忠敬の生い立ちや、時代背景、当時の風俗、測

量技術の進化など、解説ページも充実。 

 

『ある晴れた夏の朝』 小手鞠 るい／著 偕成社 YF コテ 

アメリカの 8 人の高校生が、日本に対するアメリカの原子力爆弾投下の是非につ

いて、原爆肯定派と否定派に分かれて討論する。日系アメリカ人のメイは、否定派

の 1 人として演壇に立つことになり…。 

『サイド・トラック』 ダイアナ・ハーモン・アシャー／作 評論社 Y933.7 ア 

ADD(注意欠陥障害)があり、授業を聞いていられなかったり、同級生にからかわ

れたり、日々心配事が絶えない中学生のジョセフ。運動が嫌いなのに、陸上競技を

するハメになり…。あきらめない心の大切さをユーモラスに描く。 

『この川のむこうに君がいる』 濱野 京子／作 理論社 YF ハマ 

3.11 の被災者であることを隠し、高校生活をまっさらな状態で始めたいと思った

梨乃は、同じ中学出身者のいない都内の高校を選んだ。そして、福島から来た遼と

出会う…。震災から 3 年後、16 歳の心の軌跡。 

『ザ・ヘイト・ユー・ギヴ』 アンジー・トーマス／作 岩崎書店 Y933.7 ト 

ギャングがはびこる町に暮らす女子高生スター。ある晩、幼なじみカリルが白人警

官により射殺される。目の前で起こった事件は、事実と異なって報道されていく。

悩み、怯えながらも、スターはカリルの声となるため立ち上がり…。 

『ヒマラヤに学校をつくる』 吉岡 大祐／著 旬報社 Y372.2 ヨ 

組織に属さず、社会的な信頼も実績もないまま 22 歳でネパールに渡り、思いつ

きで始めた貧しい人たちへの教育支援活動…。ゼロから学校づくりに挑んだ著者

の涙と感動の 20 年の軌跡。 

中学生の部 

高校生の部 



 

 
（以上、TRC マークより引用） 

 

 

『「国語」から旅立って』 

温 又柔／著 新曜社 Y914.6 オ 

 

母国語とアイデンティティ、歴史と境界線…。台湾生まれで「中国語がへたくそ」な

日本語作家が、ことばを知り、文字を読み、文章を書く個人的な日々を綴る。 

『スポ飯』 

橋本 玲子／著 ベースボール・マガジン社 780.19 ハ 

 

しっかり食べて強くなろう! アスリートを目ざす子どもたちのために強い体をつくる

スポーツ食「7 つのルール」を解説し、肉・魚介類・卵といった食材別にレシピを紹

介する。長谷川峻太らラグビー選手へのインタビューも掲載。 

 

『月の光を飲んだ少女』 

ケリー・バーンヒル／著 評論社 Y933.7 ハ 

 

毎年、赤ん坊をいけにえに捧げるその町は、悲しみに閉ざされていた。でも、赤ん坊

は善良な魔女ザンに助けられ、離れた場所で幸せに暮らしている。ある年ザンは、助

けた赤ん坊ルナに、うっかり月の光をのませてしまい…。 

 

 

『月白青船山』 

朽木 祥／作 岩波書店 YF クツ 

 

夏休み、鎌倉の大叔父さんのお屋敷に預けられた兵吾と主税の兄弟。2 人は地元の少女、

静音と知り合って遊ぶようになるが、ある日、“時間が止まった”谷に迷い込んでしまい…。

鎌倉の歴史と伝説が彩る、本格ファンタジー。 



 

 

（以上、TRC マークより引用） 

 

 

 

 

 

   

夏休みに役立つ！ 

の本 

7月 20日（土）からの市立図書館 YA 展示 

『Amazing Science』 

 Stephen Voltz／著 オライリー・ジャパン Y407 ホ 

コーラ&メントス間欠泉、大量の付箋紙で作る「滝」、永久に飛び続ける紙飛行機…。

簡単なものから大がかりなものまで皆で楽しめる科学実験・工作 25 本を紹介する。 

『伝わる文章の書き方教室』 

飯間 浩明／著 筑摩書房 Y816 イ 

ことばの選び方や表現方法、論理構成をちょっと工夫するだけで、文章はぐっとよくなる。

ゲーム感覚の書き換えトレーニングを通じ、相手に「伝わる」文章のコツを伝授する。 

『イラストで学ぶスタディスキル図鑑』 

キャロル・ヴォーダマン／ほか著 創元社 Y375 イ 

学習の進め方をわかりやすく図解した書。効果的な学習方法、整理整頓に関するア

ドバイス、スケジュールの立て方、集中のしかた、記憶しやすくするテクニック、

ストレスへの対処方法などを紹介する。 

『中学生理科の自由研究パーフェクト』 

成美堂出版編集部／編 成美堂出版 Y407 チ 

中学生の教科書に即した自由研究の実験ガイド。物理と化学(1 分野)、生物と地学

(2 分野)、及び環境に関する実験に分けて、身近なものを使ってできる実験 43 を

紹介する。各実験のレポートの実例も掲載。 

 

『Newton 編集長の実験と工作』 

水谷 仁／著 ニュートンプレス 423.07 ミ 

吹き矢はなぜ飛んでいく? アメンボはなぜ沈まない? さまざまな「力」や「動き」

に焦点をあてて、宇宙探査技術や自然現象の原理を楽しみながら学べる実験の数々

を、『Newton』編集長による解説とともに紹介。 


