
 

 

小学生が選ぶ「一番好きな本」トップ 10 

  

 

  

1位 ざんねんないきもの事典 

おもしろい！進化のふしぎ 
高橋書店 

2位 あるかしら書店 ポプラ社 

3位 りんごかもしれない ブロンズ新社 

4位 続ざんねんないきもの事典 

おもしろい！進化のふしぎ 
高橋書店 

5位 おしりたんてい 

かいとう VSたんてい 
ポプラ社 

6位 おしりたんてい 

いせきからの SOS 
ポプラ社 

7位 このあと どうしちゃおう ブロンズ新社 

8位 ぼくらの七日間戦争 KADOKAWA 

9位 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 偕成社 

10位 りゆうがあります PHP研究所 

 タイトル 出版社 

 
 
・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 Student Times    

  
 
・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 

今回記事を書くにあたって、お祭りに関する本

を読みました。日本全国には面白そうなお祭り

がまだまだ沢山あることを知ることが出来て、

嬉しい気持ちになりました。長い夏休み。皆さ

んも知る喜びを体験してみて下さいね。スタッフＡ 

 

 

 

 

 

 

携帯    スマートフォン 

朝日新聞 2018年 6月 25日（月）参照 

ポプラ社が企画した「こどもの本 総選挙」の

結果が発表されました。8 位にランクインした

「ぼくらの七日間戦争」は 1985 年に出版さ

れてから 33 年。アニメ映画化も決定し、これ

からますます読みつがれていく作品になりそ

うですね。 

懐かしく感じる人も、今シリーズ読破に挑戦し

ている人も、まだ読んだことがない人も、是非

図書館に来て下さい。 

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’’’！ 



 

 

参加賞をさしあげます！ 

応募者全員に 

   

 

夏休みの自由研究として 

学校に提出ができます！ 

 

 
 

調べる学習個別相談会 

●期間：市立図書館（TEL984-188９） 

７月２０日（金）～8 月２８日（火）の 

火・金・日曜日 午前 9 時～午後４時 

視聴覚ライブラリー図書室（TEL981-8113） 

７月２０日（金）～8 月２８日（火）の 

火・金・日曜日 午後２時～４時  

●対象：吉川市内在住の小中学生で調べる学習 

コンクールへの参加を希望の方 

（保護者の付き添いも可能です） 

●時間：1 人 １時間程度 

☆テーマの決め方、本の探し方、作品の作り方など、図書館

のスタッフがお手伝いをします。 

☆相談会の参加には予約が必要です。 

図書館のカウンターかお電話で申込みください。 

7 月１日（日）から予約を受け付けします。 

 
 

～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 

 

作品について 

(目次、参考文献を書くページは除いて 

 
５０ページ以内） 

 

に提出する。 

 

応募の手続き 

 
作品を作るときに使った本の題名や 

 
図書館名を記入し、応募カードと作品を 

 
いっしょにして市内の学校または図書館 

 （市外の学校の人は図書館に提出） 

 
募集期間：９月１日（土）～１０月１０日（水） 

 
・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。 

主         催      吉 川 市 教 育 委 員 会 

事 務 局                                 吉            川                市                      立                        図           書                        館 

問い合わせ先               吉川市立図書館（ＴＥＬ９８４－１８８９） 



 

 

 

 

 

 

    

YA’’’!で紹介したい図書館の本があったら、下のコメント用紙、または白い紙に

紹介文や絵、著者名、出版社を書いて、図書館スタッフに渡してね！ 

『ハリー・ポッターと賢者の石』 

J.K.ローリング／作 静山社  

933.7ロ 

 

 

 

孤児となっておじの家で育つハリー・ポッターに

は出生の秘密があった。実は魔法使いになる運命に

あった。やがて魔法学校に入学。ハリーの魔法才能は

すばらしかった。そして、「賢者の石」の存在を知る。

それは学校にあるらしい。（TRCマークより引用）  

『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』 

J.K.ローリング／著 静山社 

K932ロ 

 

 

 

ニューヨークにやってきた魔法動物学者ニュー

ト。そのカバンの中に生息していた魔法動物たちが

街に逃げだしてしまい、あちこちで騒ぎが巻き起こ

り…。「ハリー・ポッター」の著者による壮大な冒険

物語の映画オリジナル脚本版。（TRC マークより引用） 

約１か月の夏休みがいよいよ始まりますね！ 

長い休みの間に時間をかけて読みたい、シリーズ本を

紹介します！あなたは読みきれるかな？ 

『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。（TRCマークより引用） 

シリーズ全 27巻！！！ 

シリーズ全 11巻 
ハリー・ポッターシリーズ 

のスピンオフ作品 



 

 

（TRC マークより引用） 

 

 

『覚えておきたい基本英会話フレーズ 130』 

 小池 直己／著 岩波書店 Y837.8 コ 

中学レベルの基本単語を連ねたイディオムや慣用的フレーズを厳選し、わかりや

すく解説。日常的によく使われる会話例文で、自然な英語表現を学び、英語コミュ

ニケーションの基礎力を伸ばすことができる一冊。 

『ねがいごと』 

田丸 雅智／[ほか]著 静山社 YF ネカ  

少年が、短冊に「おりひめと、ひこぼしが、かわいそうです。せきがえをすれば、

いいとおもいます」と書いた。その夜を境に、星々が一斉に動きはじめ…。たなばた

によせて 7 名の人気作家が書き下ろした、7 つの「願い」の物語。 

『工学部』 

漆原 次郎／著 ぺりかん社 Y376.8 ウ 

工学部をめざす人のための学部案内。工学部で学ぶことやキャンパスライフ、卒

業後の進路などを、実際の取材をもとに、わかりやすく説明する。教員・学生・卒

業生インタビューも収録。 

『学園ゴーストバスターズ』 

三國 青葉／著 小学館 YF ミク 

恭夜は会話で霊を説得し成仏させる役目をもつ一色家に、初めて誕生した男の子。

彼の前に、武器によって霊を斬ることで成仏させる役目をもつ望月家初の娘、冴子

が現れ…。中学生コンビの痛快&ほっこり霊障解決ストーリー。 

『いつかすべてが君の力になる』 

梶 裕貴／著 河出書房新社 Y778.7 カ 

全力でぶつかりきったその先に、きっと未来の自分はいるはずです-。「進撃の巨

人」「七つの大罪」など、多数の話題作でメインキャストを務める声優・梶裕貴が、

“夢”を仕事にする方法を伝える。 



 

 

『知りたい、楽しみたい!日本の祭り』 

「ニッポン再発見」倶楽部／著 

三笠書房 B386.1シ 

『日本の祭り事典』 

芳賀 日出男／著 

汐文社 K386ハ 

 

  

 
日本の夏といえばお祭り！ 

日本全国で行われるお祭りについて 

ちょこっと紹介します。 

魅力的なお祭りはまだまだあります。 

本で調べて気分を味わうも良し。 

参加して熱気を感じるも良し。 

夏を十分に満喫してくださいね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲穂を象った巨大な竿燈が町

を練り歩き、豊作を願う。 

 

 

花笠をかざしながら、「花笠音頭」

に合わせて踊り歩く姿が華やか。 

 

雅楽を演奏しながら船上で行わ

れる、航海の安全を願う祭り。 

 

 

 
 

山笠（山車）を担いで走る

「追い山」が最大の見せ場！ 

 

 

 

巨大な灯籠人形を載せた 

「ねぶた」（山車）は迫力満点。 

 

 

 

 

色鮮やかな、くす玉や吹き流しが 

町を彩ります。 

 

  

豪華な山鉾が見どころ！ 

7月の 1ヶ月間開催される。 

 

『祭りさんぽ』上大岡 トメ／著 

京都造形芸術大学東北芸術工科 

大学出版局藝術学舎 

386.1マ 

『今着たいおでかけゆかた』 

ブティック社 593.8 イ 

こちらもおすすめ！！ 
 

https://4.bp.blogspot.com/-PBAGqXn9uX8/UYntB4KGxpI/AAAAAAAARco/-BrCRA7n1eQ/s800/omatsuri_uchiwa2.png


 

 

 

 

  

 題名 書いた人 出版社 出版年 ページ 図書館名・請求記号 

1 ナマズのぼうや 吉川市
よしかわし

商工会
しょうこうかい

 吉川市
よしかわし

商工会
しょうこうかい

 1995年 1月 20P 吉川市立図書館 Ｆナマ 

 
Ｗｅｂサイト名 ページを制作した人 Ｗｅｂページ名 ＵＲＬ 調べた日 

1 吉川市立図書館 吉川市立図書館 利用方法 
http://www.yoshikawa-

oasis-tosho.info/library/ 
Ｈ30.05.10 

調べる学習コンクール作品のポイント 
～参考にした情報（参考文献）を書きましょう～ 

 
 

 

 

 

  

 

メモにその本の情報をいくつか集めます。本の最後のページ

には、題名、書いた人や出版社の名前などが書かれています。 

請求記号は本に貼ってあるシールのことです。 

利用した図書館名も書いておきます。 

その後、ひとつの表にまとめましょう。 

題名 ナマズのぼうや 

書いた人 吉川市
よしかわし

商工会
しょうこうかい

 

出版社 吉川市
よしかわし

商工会
しょうこうかい

  

出版年１９９５年１月 

調べたページ ２０Ｐ 

 

  （記入例） 

メモに書いたことを 

表にまとめてみると

… 

 

まとめかたは本の時と同じです。必要な情報をメモしましょう。パソコンの画面にサイトの名前や、 

ホームページを作った人、または団体の名前が書かれています。Ｗｅｂページ名とは、情報が書かれてい

た部分の入り口、調べていくために最初にクリックをした言葉のことです。ＵＲＬとは、画面の一番上に

ある英語や記号が並んでいる文のことです。見ているサイトの住所を表しています。たとえば、「吉川市

立図書館のホームページ」を見て、利用の方法を調べた場合、下にある表のようにまとめます。ホームペ

ージを見た日付も書いておきましょう。インターネットを参考にする時は、公式のもの（本当の情報）を

調べましょう。本当かどうかわからない情報は利用しないようにしましょう。 

 
（記入例） 

＊参考文献を書く用紙を、図書館で用意しています。用紙が欲しい人は図書館スタッフに声をかけて下さい。 

イラスト 

を描いてみよう 

写真 

を貼ってみよう 

調べる学習個別相談会では、

作品づくりのコツもお伝え

します。 

夏は挑戦の季節！ 

是非参加してね＼(^o^)／ 

http://www.bing.com/images/search?q=%e7%84%a1%e6%96%99%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e3%83%a1%e3%83%a2&view=detailv2&qpvt=%e7%84%a1%e6%96%99%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e3%83%a1%e3%83%a2&id=556905743B26F13E86FA2A6F84435C38D19E82BC&selectedIndex=5&ccid=I9luLFdU&simid=608006978840103191&thid=OIP.M23d96e2c5754565c1a8b193dd04622aeo0
https://2.bp.blogspot.com/-ABYlkN7syq8/Wi4fuPh2YpI/AAAAAAABIqM/Z_KN5MWz0uwrc0sHRi5fmoCPvG9BaBuGQCLcBGAs/s800/animal_chara_fukurou_hakase.png


 

 

（TRC マークより引用） 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

『中高生のための科学自由研究ガイド』  

ターニャ・M.ヴィッカーズ／著 三省堂 Ｙ407 ヒ 

科学自由研究をやってみたい、あるいは実際にやっている中高生に向けて、研究テーマ

を見つけることから、研究助言者(メンター)の探し方、研究結果のまとめや発表の仕方

まで、実例をあげながら解説する。 

『学研の中学生の理科自由研究』 

学研教育出版／編 学研教育出版 Y407 カ 

夕焼け空はなぜ赤い?牛乳を固めるものは何?備長炭って電池になるの?理科の自由研

究のテーマを、いろいろなジャンルから紹介。実験方法をわかりやすく解説し、レポー

トのまとめ方も説明します。「発展研究」もついているので、一歩進んだ独自の研究もで

きます。 

『円周率の謎を追う』 

鳴海 風／作 くもん出版 K289 セ 

すぐれた業績を残し、日本の数学を世界のレベルまで引き上げた数学者・関孝和。円に

魅せられ、その謎を解こうとした江戸の天才数学者の生涯を、周囲の人々とのつながり

の中で描く。平成２９年度、中学生課題図書。 

『今森光彦の昆虫教室 とりかた・みつけかた』  

今森 光彦／作 童心社 K486 イ 

昆虫などの生きものや自然環境を幅広く取材し、豊かな自然の魅力を伝えている今森光

彦が、昆虫採集の魅力やコツを紹介。採集のコツから標本のつくりかたまで、写真とと

もにていねいに解説する。 

『フラダン』 

 古内 一絵／作 小峰書店 YF フル 

女子率 100%のフラダンス愛好会“アーヌエヌエ・オハナ”に集められた 4 人の男子

高校生。その目的は男女混合によるフラガールズ甲子園出場だった! 震災から 5 年後の

福島を舞台に描くとびきりの笑顔と涙の青春ストーリー。 

平成２９年度、高校生課題図書。 

７月からの YA 展示は、南中学校の生徒さんが考えてくれた展示です☺ 

７月から夏休み！図書館には、夏休みに役立つ本がたくさんありますよ～！ 

 

夏休みに役立つ！ 

の本 


