
 

 

 

 

  

 
 
・埼玉少年少女スポーツ 
・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！ ・HR  
・FINE BOYS      ・B-PASS 
・電撃文庫マガジン   ・nicora 

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         
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 

すっかり暑くなりました。夏休みが待ち遠しいですね！ 

図書館はみんなより一足お先に、6月 14 日～6 月 21

日まで、蔵書点検のためお休みをもらいます。この蔵書

点検中に大掛かりな掃除や棚の移動、資料があるべき場

所に置いてあるか、行方不明の本はないかなど資料の点

検を行っています。蔵書点検中はご迷惑をおかけします

が、ご協力お願いします。 

蔵書点検よりちょっぴり前に本を借りてもらえると少し

だけ長く借りることができますよ～！この機会に気にな

っている本をぜひ借りて行ってね！もちろん点検明けの

6月 22日からもお待ちしています～(*´▽｀*) 

       スタッフ N 

 

 

特別整理期間に伴う 

休館のお知らせ 

 

 ６月１４日（水） 

    ～６月２１日(水) 

全館休館になります 

 

６月２１日（水） 

9:00～15:00 

インターネットからの 

予約・資料検索ができません 

携帯    スマートフォン 

http://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2015/06/1dc5686972288df1ec9c426c261da5a2.png
https://www.lib.yoshikawa.saitama.jp/
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http://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2014/10/9d5ce011fb2d8b3ee93b3306d0c9429d.png


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vol.28 吉川市立図書館 平成 29 年 6 月 1 日 発行 

ハピネス! 

 

中学生・高校生のための 

読書情報誌ＹＡ’’’！ 
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YA 朝の読書ブックガイド は YA出版会が発行している 10代におすすめする YA本・162冊を紹介するブックガイドです。 

「ハマる」「考える」「チャレンジ」など、７つのジャンルにまとまっています。今回はその中から数冊ずつ紹介します☺ 

『数の悪魔』 Ｙ410エ 

エンツェンスベルガー／著 晶文社 

 

算数が大嫌いなロバートの夢に現れた 

「数の悪魔」による真夜中のレッスン。 

1や 0のマジック、素数の謎、累乗と平方根、パスカル

の三角形、順列・組合わせなど、果てしなく不思議な

数の世界を楽しむ本。 

『ヒットラーのむすめ』 Ｋ933フ 

ジャッキー・フレンチ／作 鈴木出版 

 

「みんな知らないけれど、ヒットラー 

にはむすめがいたのよ…」 もし自分 

がヒットラーの子供だったら、戦争を止められただ

ろうか? 子供達が戦争や親子関係について悩む姿を

描く衝撃の物語。 

『きまぐれ星からの伝言』 918.68 

星 新一／著 徳間書店 

 

星新一生誕 90周年を記念したバラエ 

ティブック。単行本未収録エッセイを 

はじめ、隠れた名作、現代 SF の最前線で活躍中のクリ

エーターによる星作品解説、翻訳作品、インタビュー、

講演録、対談などを収録。 

『生命の始まりを探して 

僕は生物学者になった』 Ｙ460ナ 

長沼 毅／著 河出書房新社 

 

深海、砂漠、北極&南極…。“科学界の 

インディ・ジョーンズ”が、体当たりで辺境を駆け巡

る! 「生命とはなんだろうか」という問いを追い求め

て旅をしてきた長沼毅が、その軌跡を紹介する。 

『ハティのはてしない空』 

カービー・ラーソン／作 鈴木出版 

 

20世紀初頭、アメリカ北西部のモンタナ 

で、両親のいない 16歳の少女ハティは、 

おじの遺言をうけ、たったひとり、土地の開拓に挑む。

厳しい暮らしのなかの、あたたかな心のふれあいを描い

た物語。 

『プーさんとであった日』 Ｅフ 

リンジー・マティック／ぶん 評論社 

 

獣医師が戦地に向かう途中で出会った 

子グマのウィニーは、軍隊のマスコッ 

トとなり、やがてイギリスに渡り、クリストファー・

ロビンという少年と出会い…。世界中で愛されている

クマのプーさんの真実の物語。 

『空色勾玉』 KFオ 荻原 規子／作 徳間書店 

 

神々が地上を歩いていた古代の日本、「豊葦原」の光と闇がせめぎあう戦乱の世を舞台

に、「水の乙女」と「風の若子」の冒険と成長、運命の恋を描く。「勾玉」3部作第 1巻。 
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中学生・高校生読書情報誌「YA'''！」を一

緒に作ってくれる編集部員を募集していま

す。イラストが得意な人、記事を書いてみ

たい人、何かに挑戦してみたい人、たくさ

んの入部お待ちしています！ 

 

あなたのおすすめ本も募集中です！ 

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！ 

●活動日  

2017年 8/5 10/14 12/9 

2018年 2/10 3/10    

●時間   

午後 3時～6時(時間内入退室自由) 

●場所   

吉川市立図書館 朗読サービス室 

●持物   

筆記用具・挑戦するココロ 

●対象   

市内在住、在学の小学 6年生～高校生 

●申込  吉川市立図書館カウン

ターへ直接 

または電話 ☎984-1888 

ＹＡ編集部員活動 



  

『正しいコピペのすすめ』 

宮武 久佳／著 岩波書店 Ｙ021.2 ミ 

ネットで調べ、ワープロやスマホで文章を書く時代にはルール上、「許されるコ

ピペ」と「許されないコピペ」がある。コピーやコピペがあふれる社会と著作権

について、基本的な部分を平易に説明する。 

『親子で学ぶ!統計学はじめて図鑑』 

渡辺 美智子／監修 日本図書センター Y417 オ 

多くのデータをまとめ、グラフにすることでデータの特徴や傾向をつかむ統計。

「いろんなデータを統計グラフにしてみよう」「なんで平均を出すことが大事な

の?」など、統計学の考え方をやさしく解説します。 

 

  

『深読み!絵本『せいめいのれきし』』 

真鍋 真／著 岩波書店 457マ 

 

半世紀以上にわたって読み継がれてきた絵本「せいめいのれきし」の改訂版を監

修した恐竜博士が、絵本の中には盛り込めなかった知識や、最新の研究成果など

を解説する。『科学』掲載を書籍化。 

『中学一冊目の参考書』 

船登 惟希／著 KADOKAWA Ｙ375フ 

勉強に不安を抱く中学生・ミツ。定期テストへの不安から訪れた「隠岐天満宮」

での運命的な出逢いから、勉強とは何なのか、その考えが一変する-。高校入試

にもつながる効率的な勉強法を、ストーリー形式で紹介する。 

 

  

『活版印刷三日月堂』 

ほしお さなえ／[著] ポプラ社 ＹＦホシ 

古びた印刷所「三日月堂」が営むのは、昔ながらの活版印刷。そんな三日月堂に

は色んな悩みを抱えたお客が訪れ、活字と言葉の温かみによって心を解きほぐさ

れていくが、店主の弓子も何かを抱えているようで…。 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『いじめレジスタンス』 YFクロ 

黒野 伸一／作 理論社 

 

どうして日本人は“こんなのおかしい!” 

って言えないの? フランス人留学生のこ 

とばに触発されて、ぼくは、ささやかな抵抗運動(レジ

スタンス)をはじめた。そして…。昭和時代に少年期を

過ごした、ぼくの成長物語。 

『最後のゲーム』 K933フ 

ホリー・ブラック／作 ほるぷ出版 

 

誰も触ってはいけないはずの「偉大なク 

イーン」の人形をガラスの塔から出した 

ことから、ザックたち 3 人はその人形を埋葬するための

冒険に出発した-。「スパイダーウィック家の謎」シリー

ズ作者によるホラーアドベンチャー。 

『しばしとどめん北斎羽衣』 YFハナ 

花形 みつる／著 理論社 

 

ある名月の晩、父親が拾ってきた老人は、 

葛飾北斎だった-。学校に行けなくなった 

ボクの前にコツゼンと現れた美の巨人・北斎。彼が現代にや

って来た目的とは? 時空を超えたアートの物語。 

『聞く力、話す力』 Y809.5マ 

松原 耕二／著 河出書房新社 

 

人の心は豊かな森。そこに分け入ってい 

くのがインタビュー。1000人以上にイン 

タビューしてきた名キャスターが、相手の心をひらく聞

き方・話し方を解説する。コミュニケーションを円滑に

するためのヒントが満載。 

『ダーウィンと出会った夏』Y933.７ケ 

ジャクリーン・ケリー／作 ほるぷ出版 

 

1899年、新世紀を目前にしたテキサスの田 

舎町。11歳のキャルパーニアは、変わり者 

のおじいちゃんの「共同研究者」となり、実験や観察を

重ねるうち、次第に科学の面白さにひかれていきますが

…。 

『くらべる東西』 361.42オ 

おかべ たかし／文 東京書籍 

 

桜餅、タクシー、いなり寿司から、 

銭湯、座布団、縄文土器まで、34組の東(主に関東)と

西(主に関西)の文化・風俗の違いを紹介。違いが一目

で分かる写真を掲載し、それぞれの特徴を解説する。 

『生きものの持ちかた』 480.4マ 

松橋 利光／著 大和書房 

 

さわってみたら、かわいいよ! その道の 

プロが、カブトムシ、バッタなど身近な虫 

たちから、イヌ、ヘビ、トカゲ、ワニまで、その正しい持

ち方を伝授する本。生きものを無駄に傷つけず、持つ人間

もケガしない持ち方がわかる。 

 

『ダーウィンと旅して』 Y933.7ケジャクリーン・ケリー／作 ほるぷ出版 

13歳になるこの年は、きっと魔法のように魅力的な一年になる-。自然科学のおも 

しろさに目覚めた少女と「変わり者」のおじいちゃんとの交流をみずみずしい感 

性でユーモアたっぷりに描く。「ダーウィンと出会った夏」の続編。 
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モグさんのおすすめの曲やドラマの CD・DVD は図書館には残念ながら所蔵がありませんでしたが、 

図書館ではＣＤやＤＶＤの貸出も行ってます(^_^)/チェックしてみてね！ 
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春は進級、進学で環境の

変化の多い季節です。 

これから始まる新しい

日々が楽しくなるような

本をご紹介します！ 

『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。 

『ホイッパーウィル川の伝説』 キャシー・アッペルト／著 あすなろ書房 K933 ア 

もっと速く、もっともっと速く…! なぜシルヴィは、あんなに速く走ろうとしたの？ 

特別な絆で結ばれた二人の姉妹と子ギツネの魂が響きあうスピリチュアル・ファンタジー。 

『月はぼくらの宇宙港』 佐伯 和人／作 新日本出版社 K538 サ 

人類が太陽系へ進出する宇宙港として、注目が高まる月。月探査計画 SLIM など、複数の将

来月探査プロジェクトの立案に参加している理学博士が、最新の月科学、人類と月の新しい

関わり方を紹介する。ミニ実験コーナーも収録。 

『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。 

『ストロベリーライフ』 荻原 浩／著 毎日新聞出版 F オキ 

農家なんてかっこ悪い。と思っていたはずだった-。イチゴ農家を継げと迫る母親。猛反対の

妻。志半ばのデザイナーの仕事はどうする? 恵介 36 歳、いま、人生の岐路に立つ!  

『犬が来る病院』 大塚 敦子／著 KADOKAWA Y493.9 オ 

日本で初めて小児病棟にセラピー犬の訪問を受け入れた医療機関、聖路加国際病院。写真絵

本「わたしの病院、犬がくるの」から 7 年、医師や看護師など多くのスタッフによる取り組

みを、4人の子どもたちの生死を通して描く。 

第 63回青少年読書感想文全国コンクール 

※中学生の部には 6/1～8/31まで制限があります。 【貸出・予約】１人 2点 【貸出期限】１週間 

中学生の部 

高校生の部 
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