
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
・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    

  
 
・月刊Ｎews がわかる！ ・nicora 

・FINE BOYS      ・アニメージュ 

    

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 

 

 

読書情報誌ＹＡ’’’！ハピネス！の記事大募集！ 

おすすめの本、イラストや漫画など YA向け情報をこの冊子に載せて

みませんか？随時記事を募集しています！ 

文字数・用紙サイズは自由です。用紙は白に限りますが、カラー可で

す。冊子の中のおすすめ本コメント用紙を切り取ったものもOK！ 

ペンネームを記載の上、図書館カウンターにお持ちください。 

詳しくは図書館スタッフまで！ 

お問い合わせ☎048-984-1889  吉川市立図書館 

編集後記 

今年の夏も暑かったですね（図書館も暑かった…💦）。夏休みが終わり、図書館も展示替えをしてすっかり館

内が秋めいてきました。まだまだ暑い日は続きそうですが、図書館に来て秋を感じてみませんか？ スタッフＴ 

 

 

 

 

 

 

携帯    スマートフォン 

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’’’！ 



 

 

   

Cinema Bookｓ 

 

『蜜蜂と遠雷』 × 本  10/４（金）公開 

芳ヶ江国際ピアノコンクールに集まったピアニストたち。復活をかける元神童・亜夜。不屈の努力家・明

石。信念の貴公子・マサル。そして、今は亡き“ピアノの神”が遺した異端児・風間塵。一人の異質な天才

の登場により、三人の天才たちの運命が回り始める。それぞれの想いをかけ、天才たちの戦いの幕が切って

落とされる。はたして、音楽の神様に愛されるのは、誰か？（HP より一部引用） 

●『蜜蜂と遠雷』 恩田 陸／著 幻冬舎 Fオン 

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。『星星峡』『ポンツーン』連載を単行本化。直木賞・本屋大賞受賞。 

（TRC マークより引用） 

       映画公式 HP：https://mitsubachi-enrai-movie.jp/ 

吉川市立図書館の映画会   

『ホームステイ ボクと僕の 100 日間』 × 本  10/5（土）～順次公開 

「当選しました」その声で、死んだはずの“ボク”の魂が、自殺した高校生ミンの肉体に“ホームステ

イ”することになった。ミンの自殺の原因を 100 日間で見つけ出さないと、“ボク”の魂は永遠に消える

と告げられ、手にはタイムリミットを告げる砂時計が残されていた。新生“ミン”として“ボク”はもう一

度人生をスタートさせる。小説「カラフル」を、バンコクに舞台を移して映画化。（HP より一部引用） 

●『カラフル』 森 絵都／著 講談社 YFモリ 

「おめでとうございます、抽選にあたりました!」 天使にこう言われ、一度死んだ「ぼ

く」は、人生に再挑戦するチャンスを得る。だが下界での修行のため体を間借りする中学

生真の生活は、家でも学校でも悩みと苦労の連続で…。産経児童出版文化賞。（TRC マー

クより引用） 

       映画公式 HP：http://homestay-movie.com/ 

『シャーロック・ホームズ』（128 分）9 月 29 日（日）午後 2 時から 

面妖怪奇な手掛かり、冴え渡る推理、小気味よいセリフの応酬。大胆かつ斬新な姿で甦ったホームズとワ

トソン。伝説の名探偵が、超人的な頭脳の持ち主としてだけでなく、肉体派アクションヒーローとして難

事件に挑む。（TRC マークより引用） 



 

 
（TRC マークより引用） 

  

   

『国谷裕子と考える SDGs がわかる本』 

国谷 裕子／監修 文溪堂 K333 ク 

2030 年までに実現すべき各分野の課題をゴールとして定め、持続可能

な世界への道筋を示した国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」。「貧困をな

くそう」「安全な水とトイレを世界中に」「住み続けられるまちづくりを」な

ど、世界を変えるための 17 の目標について、さまざまな資料とともにわ

かりやすく解説します。 

『知っていますか?SDGs』 

日本ユニセフ協会／制作協力 さ・え・ら書房 K333 シ 

世界の未来を変える 17の目標“SDGs”の入門書。ユニセフの活動をも

とにして、SDGs のテーマごとに、世界中の子どもたちに起こっているこ

と、課題や人びとの取り組みなどを、豊富な写真とともに紹介する。 

『未来を変える目標 SDGs アイデアブック』 

Think the Earth／編著 Think the Earth Y333.8 ミ 

SDGs(持続可能な開発目標)についてわかりやすく、楽しく学べる本。国

連で決まった 17個の目標と「未来を変えたアイデア」を、インフォグラフ

ィックとテキストで解説する。切り取って使えるワークシート付き。 

図書館で知る ＳＤＧｓ 

『Start Now!』 

チェルシー・クリントン／著 潮出版社 K360ク 

絶滅危惧種の動物を救うために、なにができる?どうしたらいじめをなく

せるの?地球のため、人類のため、“いま、できること”を、具体的なデータ

やわかりやすいイラストを用いて提案。世の中に変化を起こした子どもた

ちの実例も紹介します。 

図書館にはＳＤＧｓの理解に役立つ本がたくさんあります。 

持続可能な開発目標って？17のゴール（目標）って？ 

読めば SDGｓがグッと身近になる、SDGｓの入門書をご紹介します。 

 

 



 

 

知っていますか？ＳＤＧｓ 
 

 

【参考文献・URL】 

・『知っていますか?SDGs』日本ユニセフ協会

／制作協力 さ・え・ら書房 

・外務省 HP「Japan SDGｓ Action Platform」 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko

/oda/sdgs/about/index.html 

ＳＤＧｓとは、 

Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標） 

の略称です。 

1 . 貧困をなくそう 

2 . 飢餓をゼロに 

3 .  すべての人に健康と福祉を 

4 . 質の高い教育をみんなに 

5 . ジェンダー平等を実現しよう 

6 . 安全な水とトイレを世界中に 

7 . エネルギーをみんなに そしてクリーンに 

8 . 働きがいも経済成長も 

9 . 産業と技術革新の基盤をつくろう 

 10. 人や国の不平等をなくそう 

11. 住み続けられるまちづくりを 

12.  つくる責任 つかう責任 

13. 気候変動に具体的な対策を 

14. 海の豊かさを守ろう 

15. 陸の豊かさも守ろう 

16. 平和と公正をすべての人に 

17. パートナーシップで目標を達成しよう 

 

SDGｓは 2015 年 9 月の国連サミットで採択された 2030 年までの国際目標で

す。地球で暮らすあらゆる人たちがより幸せに生活していけるよう、17 のゴールと

それを達成するための 169 のターゲットから構成されています。 

これが世界中のみんなで 

目指す 17のゴールです。 

目標をみただけではイメージ 

しにくいですよね。 

まずは本を読んで、分かること 

から始めましょう！ 

SDGｓの背景を知ろう 

『世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ』 

ムヒカ／述 汐文社 E セ 

2012 年、リオデジャネイロで開催された国際会議で話題となった、

「世界でいちばん貧しい大統領」として知られるウルグアイ大統領のスピ

ーチ絵本。経済的な豊かさを追い求めるのではなく、真の幸福とはなにか

を伝える。（TRC マークより引用） 



 

 

（TRC マークより引用） 

 

   

『工作でわかるモノのしくみ』 

ニック・アーノルド／著 誠文堂新光社 Y504ア 

エンジニアリング(工学)は、いろいろなものごとを調べたり、製品や

システムをよりよくする方法を考えたりする学問のこと。背の高いビル

を支えるしかけ、車輪の役割、農業に役立つ機械…。さまざまなモノづ

くりのヒミツを、かんたんにできる実験や工作とともに、イラストで楽

しく解説します。 

『小説天気の子』 

新海 誠／著 KADOKAWA BFシン 

高校 1年の夏、離島から家出し、東京にやってきた帆高。降り続く雨

の中、都会の片隅で、不思議な能力を持つ少女・陽菜に出会い…。2019

年公開の長編アニメーション映画「天気の子」の監督が自ら執筆した原

作小説。 

『まなの本棚』 

芦田 愛菜／著 小学館 019.9ア 

小学生で夢中になった児童書、次々と読破したシリーズもの…。年間

100冊以上も読み、本について語りだしたら止まらない芦田愛菜が“秘

密の約 100 冊”を紹介する。山中伸弥、辻村深月との対談も収録。 

『魔女の子ども』 

ケリー・バーンヒル／著 評論社 Y933.7ハ 

魔女の母親から魔法を「預かった」ネッド。だが、魔法をねらう者があ

らわれ…。仔オオカミや山賊の娘に助けられながら人々をすくい、自ら

も成長をとげていく少年の物語。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAPPY 

HALLOWEEN 

 ９月からの YA 展示のテーマは、「ハロウィン」！ 

日本でもすっかりおなじみのイベントです。 

この機会に本を読んで、一層ハロウィンを楽しんでくださいね♪ 

ハロウィンって？ 

『行事のおはなし 12 か月』 

左近 蘭子／作 世界文化社 K386 サ 

おしょうがつはどうしておせちりょうりをたべるの?ひなまつりにお

ひなさまをかざるのはなぜ?なんでクリスマスにケーキをたべるの?きせ

つをかんじたり、かんしゃのきもちをあらわす、せいかつのなかのだいじ

な「行事」について、やさしくおはなしします。 

『家族で楽しむ日本の行事としきたり』 

石田 繁美／編 ポプラ社 386.1カ 

日本の伝統文化は長い歴史の中で人びとによって育まれ、伝えられてき

ました。四季折々の行事の由来をわかりやすく説明し、季節や行事にあわ

せた料理や菓子のレシピものせています。また、伝統の行事を現代にあわ

せて手軽にできるような提案もし、季節のしつらいや飾りのアイディアも

紹介します。 

物語・小説 

『ゆうれい作家はおおいそがし 2』 

ケイト・クライス／文 ほるぷ出版 K933 ク 

「ハロウィーンまでに本を作る!」と、はりきるシーモアたち。しかしス

ペンス屋敷をたずねてきたドク・サイシャーという男が、シーモアとムッ

ツリーを連れ去り、世界じゅうにハロウィーン禁止令を出します。ゆうれ

いのオリーブはふたりを助け、ハロウィーンまでに新作を書くことができ

るでしょうか?楽しいゆうれい物語。 



 

 

仮装の準備を！ 

（TRC マークより引用） 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『100 円グッズでかわいいコスプレ』 

永高 真寿美／著 主婦と生活社 593.36エ 

水切りネットで「妖精のドレス」、テーブルクロスで「エプロンドレス」、

レインコートで「魔法使い」、水道パイプで「光の剣」…。100円グッズ

で作れる、かんたんステキな子どもの衣装を紹介する。 

飾りつけ 

『まるごとハロウィン』 

コダシマ アコ／著 かもがわ出版 750コ 

基本カラーはオレンジに黒。かぼちゃとこうもりがそろえば、気分はも

うハロウィン! ちょっと不思議な秋のイベント・ハロウィンの衣装やメイ

ク、パーティーの飾りつけやクッキングなどを紹介します。型紙も収録。 

『イベントおりがみ』 

主婦の友社／編 主婦の友社 K754 イ 

パーティーのうつわとかざりつけ、みんなでたのしめるゲーム、スポー

ツのおうえんがたのしくなるグッズ、クリスマスとハロウィンのかざり

…。イベントがもりあがる、おりがみと紙小物のつくりかたをしょうかい。

外国のおともだちとあそべるおりがみものっています。 

『ハレの日のウレシイお菓子』 

高橋 教子／著 アップルミンツ 596.65タ 

ひなまつりのひし餅カラーマカロン、七夕のグミゼリー、ハロウィンの

スイートパンプキン、クリスマスのキャンディーガラスツリー…。特別な

日に楽しめる、手作りスイーツのレシピを紹介します。 

『ハロウィンパーティレシピ』 

木村 幸子／著 主婦の友インフォス情報社 596.4キ 

かぼちゃは、キレイなオレンジ色に加え自然な甘みでスイーツにも料

理にも大活躍! かぼちゃの料理を中心に、ハロウィンパーティにぴったり

な料理とスイーツのレシピを紹介します。 

お菓子づくり 


