
 

 

 

 

  

 
 
・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 

みなさん夏休みは楽しめましたか？宿題・課題は無事に終わりましたか…？今回の YA’’’!は編集部員

さんおすすめの本や映画の紹介、新刊案内、市内中学校の先生のおすすめ本（先生方ご協力ありがとう

ございました！）など内容盛りだくさんです。まだまだ暑いですが、今月から２学期です！スポーツの

秋、芸術の秋、食欲の秋、そして読書の秋！図書館の本をお供に秋を楽しんでね！（スタッフ N） 

 

    

 

 

携帯    スマートフォン 

●活動日  

2017年 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 

誌面で紹介した 

【１４歳の世渡り術】

は市立図書館ヤン

グコーナー正面の

棚にシリーズをまと

めて置いてありま

す。 

ぜひチェックして

みてね！ 

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’’’！ 

http://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2016/08/8895a.png
http://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2016/01/5221b.png
http://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2016/01/5221b.png


  

『君の膵臓をたべたい』 

住野 よる／著 双葉社 Fスミ 



 

あなたのおすすめ本募集中です！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！ 

今回は研修で図書館にいらしてくれた市内の

中学校の先生に、中高生のみんなへのおすすめ

本を選んでもらいました！ 

『ようこそ!すばらしきオーケストラの世界へ』 

近藤 憲一／著 ヤマハミュージックメディア 764.3 コ 

 

『ラグビー日本代表監督エディー・ジョーンズの言葉 

世界で勝つための思想と戦略』 

柴谷 晋／著 ベースボール・マガジン社 783.48 シ 

『一瞬の風になれ』 

佐藤 多佳子／著 東京：講談社 YF サト 

陸上をやってきた人にぜひオススメ。苦労、失敗、達成感など多くのことを経

験した学生時代に戻れます。（Ｍ．Ｈ） 

個人でも集団でも「うまくいかない」と悩むことはありませんか？目の前を切

り拓くための考え方がたくさん載っています。（Ｋ．Ｙ） 

オーケストラで演奏される曲は誰でも聴いたことがありますよね。楽器のこ

と、演奏者について、どのように本番のすばらしい演奏ができていくのか！？

とても楽しくなる一冊です♪（Ａ．Ｓ） 

http://1.bp.blogspot.com/-gLWXNPCT4uE/VCkbe8XTyrI/AAAAAAAAnHo/TZBN5LHZz3M/s800/frame_masking_tape4.jpg


  

『学校図書館の司書が選ぶ小中高生におすすめの本 300』 

東京・学校図書館スタンプラリー実行委員会／編著 ぺりかん社 Y019.5 カ 

本がたくさんありすぎて「何を読んだらいいのかわからない」という小中高生

のための、ピッタリの一冊が見つかるブックガイド。学校図書館で働く「本の

コンシェルジュ」が自信を持っておすすめする 300 冊を紹介します。 

『僕には世界がふたつある』 

 ニール・シャスタマン／著 集英社 Y933.7 シ 

妄想や幻覚にとらわれた 15 歳の少年は、誰かから殺されそうな気配におびえる一

方、海賊船に乗る世界にも生きるようになる。いつしか夢と現実は混ざり始め…。

精神疾患の不安な<航海>をリアルに描く青春小説。 

『10 代からのマネー図鑑』 

 マーカス・ウィークス／著 三省堂 Y330 ウ 

お金で幸福は買えるか? 資源と企業、市場と取引、生活水準と不平等、個人の財

産管理…。お金にまつわるさまざまな話題を、カラーイラストと図を豊富に用い

てわかりやすく解説する。はじめて学ぶ経済学ガイドブック。 

 

  

 

 

『パドルの子』 

 虻川 枕／著 ポプラ社 YF アフ 

中 2 の水野耕太郎は、旧校舎の屋上に広がる水たまりを見つける。そこで泳い

でいたのは、水泳部の水原だった。ひとつずつ世界を変えていく 2 人。ある瞬

間、水原が見せた涙の理由を探した水野は、思いもよらない真実に気づき…。 

『1・2・3 色でほめられネイル』 

しずく／著 東京：KADOKAWA Y595.4 シ 

フレンチが上手にできないなら、マスキングテープを使って。ドットはつまようじを

使えば OK! 誰でもおしゃれネイルが作れるようになる、1・2・3 色の簡単ネイル

レシピを紹介。 

  

http://4.bp.blogspot.com/-TCgUyn0vSo4/WASJNOX0d2I/AAAAAAAA_AM/69C-3tzcIskVpClEtVE7DnfgvRIJZz8bwCLcB/s800/line_fruit_mix.png
http://4.bp.blogspot.com/-TCgUyn0vSo4/WASJNOX0d2I/AAAAAAAA_AM/69C-3tzcIskVpClEtVE7DnfgvRIJZz8bwCLcB/s800/line_fruit_mix.png


 

モグさんオススメのドラマ『トンイ』（制作：韓国 MBC）『スクリームクイーンズ』（制作：Fox）は残念ながら

図書館に所蔵のないものですが（ごめんなさい(>_<)）図書館ではＣＤ・ＤＶＤも随時、購入しています。 

是非借りてみて下さいね。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４歳の世渡り術 
 

『学校では教えてくれないゆかいな日本語』 

今野 真二／著 Y810コ 

 

イライラのイラって何？サワサ 

ワとザワザワ、どう違う？人一 

倍って何倍? 遊び心に満ちた、ゆ 

かいな日本語の世界へ案内します。 

ゆかいなイラストも掲載。 

『特別授業 3.11君たちはどう生きるか』 

あさの あつこ／[ほか]著 Y369.3ト 

 

3.11で何が問われ、何を学ぶべき 

か。今とこれからの生き方を考える 

ために-。あさのあつこ(国語)、池 

澤夏樹(歴史)、鷲田清一(倫理)、橋 

爪大三郎(政治)らによる全9教科の 

紙上特別授業。 

河出書房新社からでている『１４歳の世渡り術』 

中学生から大人まで、新書よりも読みやすくわかりやすいシリーズです。 

今回はその中からおすすめの本を紹介します。 

『生命の始まりを探して僕は生物学者になった』 

長沼 毅／著 Y460ナ 

 

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。 

『101人が選ぶ「とっておきの言葉」』 

河出書房新社／編 Y159.8ヒ 

 

俳優、スポーツ選手、小説家、 

芸人、音楽家、学者、起業家な 

ど、さまざまな分野で活躍して 

いる 101人が選ぶ「とっておきの 

言葉」を、選んだ理由とともに 

紹介する。 

 

  

『世界の見方が変わる「数学」入門』 

桜井 進／著 Y410サ 

 

世界は数学でできている-。数と数 

字のはじまり、小数点の誕生、数と 

数字の違い、コンピュータの登場な 

どを、写真や図表を交えて解説。解 

法のテクニックより前に身につけ 

ておきたい、数学的なものの見方、 

考え方が学べる一冊。 

『ちょい大人力検定』 

石原 壮一郎／著 Y361.45イ 

 

自己紹介でスベった。貸された本を 

読む気がしない。先生に名前を間違 

えられた…。こんな時、どう乗り切 

るのが「ちょい大人」? 全 61問の 

検定問題に挑戦しながら、友だち、 

先生、親と上手につきあうコツを身 

に付けよう! 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

『ハロウィーンがやってきた』 

レイ・ブラッドベリ／著 晶文社 933.7 フ 

 

ハロウィーン！子どもたちが待ちに待った不思議な祭りの夜。古代エ

ジプトへ、パリへ、そしてメキシコへ…。伝説の怪人に導かれ、8 人

の少年は時をさかのぼる。彼らの夢と冒険を描いたファンタジー。 

『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。 

『パンプキン』 

ケン・ロビンズ／写真&文 BL 出版 E ハ 

空気がひんやり涼しくなって、コーン畑が枯れ色になる頃、畑のあちこちで

見かけるのがパンプキン! ハロウィーンで人気のパンプキンを、種まきから、

収穫、利用まで、美しい写真で追う写真絵本。 

『魔女の 12 カ月』 

飯島 都陽子／著・絵 

山と溪谷社 387 イ 

 

季のことば、祭り、とっておきのハ

ーブ、おいしい魔女のレシピ、魔女

の手仕事…。自然を尊び、知り尽く

した魔女の「暮らし」と「知恵」を紹

介します。ハーブと魔女の専門店「グ

リーンサム」発行の『魔女通信』に加

筆し書籍化。 

『あくたれラルフのハロウィン』  

ジャック・ガントス／さく  

PHP 研究所 E ア 

 

ハロウィンパーティーに参加す

るため、セイラとラルフはお互い

の変装をして、入れ替わってみま

した。ところが、ラルフはいたず

らばかり。セイラの友だちはいた

ずらに我慢できなくなり、「帰っ

て」と言い…。 

『モンタギューおじさんの怖い話』 

クリス・プリーストリー／著 理論社 K933 フ 

 

開かずのドア、悪魔の彫刻、砂漠

をさまよう精霊…。森のはずれに

あるモンタギューおじさんの屋

敷で、ぽつりぽつりと語られる物

語。今夜はもう眠れない、こわー

い話が満載。 

 

9/1～9/31 市立図書館で展示中！ 
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