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https://www.lib.yoshikawa.saitama.jp/WebOpac/mobile/index.do 
スマートフォン 
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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 

あけましておめでとうございます。 

みなさん今年の抱負はなんですか？ 

素敵な１年を過ごせますように！ 

今年も楽しくＹＡだよりをお届けで

きるように頑張ります！☺  

スタッフＮ 

 

 

携帯    スマートフォン 

●活動日  

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 

 

ＹＡ編集部員活動 
猫派のあなたへ猫本のおすすめです🐈 

犬派のあなたは中の犬の本特集をチェック！ 
派のあなたへ 

『猫の日本史』桐野 作人／編著 洋泉社 Y645.7 キ 

古代の天皇から禅僧、武士、江戸の庶民に至るまで多くの人々

に愛されてきた猫たち。残された数少ない記録から、猫の暮ら

しや、猫を中心とする人々の交流等を丹念に描き出し、一千年

以上におよぶ猫と日本人のかかわりをたどる。 

 

『ふるさとのねこ』岩合 光昭／著 クレヴィス B645.7 イ 

リンゴ農家の作業小屋に、春、子ねこが産まれました。子ねこ

の成長は早く、夏にグンと大きくなります。秋は冬に備えてた

くさん食べ、雪深く長い冬を迎えます-。子ねこたちの成長を津

軽の四季とともに追った写真集。 

 

猫 

鴻池剛と猫のぽんたニャアアアン! [1] 

鴻池 剛／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ Ｙ645.7 コ 

おまえ、もう少しかわいい遊び方、ないの…? 自由きままな

猫のぽんたと振り回されっぱなしの飼い主・剛が日夜、繰り

広げる狂騒劇！Web 漫画を書籍化。 

 

  

 

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’’’！ 



 

 

  

『虚ろな街 上』 

ランサム・リグズ／著 

潮出版社 B933.7リ 

祖父の死の謎を解いたジェイ

コブは、特殊能力を持つ「奇妙

なこどもたち」と共に、ハヤブ

サに変身したまま人間の姿に

戻れなくなってしまったミス・

ペレグリンを助けようと、ウェ

ールズの小島から船に乗り英

国本土をめざすが…。 

 

『ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち 上』 

ランサム・リグズ／著 

潮出版社 B933.7リ 

 

『ぎょうれつのできるパンやさん』 

ふくざわ ゆみこ／著 

教育画劇 Eキ 

 

モグさんが紹介してくれた映画の小説版の所蔵は

なかったのですが、『キネマ旬報』という雑誌に

映画の特集記事が載っていました！ 

映画情報が載っているのでチェックしてみてくだ

さい☺ 

キネマ旬報は市立図書館雑誌コーナーにおいて

あります。 

シリーズ 

つづき！ 

http://2.bp.blogspot.com/-dswGic36K1w/Uab376JaUvI/AAAAAAAAUYk/XRa2yu_AKn0/s800/yajirushi_kururi_up.png


 

 

 

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！ 

『このあとどうしちゃおう』 

ヨシタケ シンスケ／作  

ブロンズ新社 Eコ 

死んだおじいちゃんの部屋を掃除し 

ていたら、「このあとどうしちゃおう」 

と書かれたノートが出てきて…死んだらどうなる? 

どうしたい? 生きてる間に考えよう！ 

『ジス・イズ・ニューヨーク』 

ミロスラフ・サセック／著  

ブルース・インターアクションズ Eシ 

いろんな人や車が行き交うタイムズ・ス 

クエアから、セントラルパークに暮らす大きなしっ

ぽのリス、野球ファンでにぎわうヤンキース・スタジ

アムまで、旅する絵本作家サセックがニューヨーク

の様子を描いた絵本。 

『ギルガメシュ王ものがたり』 

ルドミラ・ゼーマン／文 絵 

岩波書店 YEキ 

粘土板に残された世界最古の物語 

『ギルガメシュ叙事詩』。愛するこ 

と、信じることを知らないギルガメシュ王は、城壁づ

くりに人びとを奴隷のように働かせますが… 

シリーズは他にもホンコン・オース
トラリア・パリ・ローマなど色々で

てます！ 

ギルガメシュ王 

シリーズ 3部作！ 
 

 

今回は YA世代にも読んでもらいたい絵本を選びました！ 

ちいさいころに読んだ絵本も改めて読むとおもしろいかも？ 

『夢にめざめる世界』 

ロブ・ゴンサルヴェス／作 

ほるぷ出版 Eユ 

想像してごらん。ふんわりと地球の 

上をただよえば空のかなたが見えてくる、そんな世界

を…。想像力にみちたイラストレーションが見るもの

を奇妙な世界へ誘い込む、不思議なだまし絵の絵本。

画家自らによる詩も併載。 

もっと詳しく読みたい人は文庫本も！ 

『ギルガメシュ叙事詩』（矢島 文夫／訳 筑摩書房 B929.71キ） 



 

『農学が世界を救う！』 

生源寺 眞一／編著 岩波書店 Y610.1 ノ 

人びとのくらしを豊かにし、自然環境を保全し、生き物たちとの共生を目指す-。

自然科学や人文社会科学の成果も活用して、食料・生命・環境のいろいろな問題に

挑戦する「農学」の可能性と魅力を紹介する。 

『ソーリ！』 

濱野 京子／作 くもん出版 KFハマ 

小学校 1 年生の夏、七夕の短冊に「そうりだいじんになりたい」と書いたことを笑

われた照葉は、将来の夢を語れなくなった。小学校 5 年生になった照葉は、後期の

学級委員に選ばれて…。政治や社会について考える児童文学。 

『漫画 君たちはどう生きるか』 

吉野 源三郎／原作 マガジンハウス Y159.5 ヨ 

自分の生き方を決定できるのは、自分だけだ。人間としてあるべき姿を求め続ける、

コペル君と叔父さん-。「子どもたちに向けた哲学書であり、道徳の書」として読み

継がれてきた歴史的名著を漫画化。 

  

 

『キズナキス』 

梨屋 アリエ／著 静山社 YFナシ 

もしも、他人の心が覗けたら、不安はなくなるだろうか。もしも、心を完全に閉ざす

ことができたら、他人に傷つけられることもなくなるだろうか-。少女たちの抱える

孤独と閉塞感をリアルにとらえた長編小説。 

  

 

『凍てつく海のむこうに』 

 ルータ・セペティス／作 岩波書店 Y933.7 セ 

第二次世界大戦末期。ソ連軍の侵攻がはじまるなか、ナチス・ドイツ政府は孤立した

東プロイセンから、バルト海を経由して住民を避難させる作戦を敢行したが…。海

運史上最大の惨事を、4 人の若者の視点で描く歴史フィクション。 

 

 

  



 

 

 

 

 

 タイトル 著者 出版社 請求記号 回数 

１ 中学一冊目の参考書 船登 惟希／著 KADOKAWA Y375フ 18 

 大合格 中田 敦彦／著 KADOKAWA Y159.7ナ 18 

3 中学英語で日本を紹介する本 デイビッド・セイン／著 河出書房新社 Y837.8セ 17 

４ 図説・ゼロからわかる西洋絵画入門 岡部 昌幸／監修 実務教育出版 Y723ス 16 

5 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 15 

6 異世界食堂 1 犬塚 惇平／著 主婦の友社 YFイヌ 14 

7 未来への扉 小林 深雪／著 講談社 YFコハ 13 

 学べるマンガ 100冊 佐渡島 庸平／ほか著 文藝春秋 Y726.1マ 13 

 てんからどどん 魚住 直子／作 ポプラ社 YFウオ 13 

 鴻池剛と猫のぽんたニャアアアン! 2 鴻池 剛／著 KADOKAWA Y645.7コ 13 

 覚えておきたい!暮らしの基本 101 扶桑社 扶桑社 Y590オ 13 

 異世界食堂 2 犬塚 惇平／著 主婦の友社 YFイヌ 13 

13 正しい目玉焼きの作り方 森下 えみこ／イラスト 河出書房新社 Y590タ 12 

 小説ひるね姫 神山 健治／著 KADOKAWA YFカミ 12 

15 「悩み部」の平和と、その限界。 麻希 一樹／著 学研プラス YF マキ 11 

 13歳からのマナーのきほん 50 アントラム栢木利美／著 海竜社 Y385.9ア 11 

 お金ってなんだろう? 長岡 慎介／著 平凡社 Y330ナ 11 

 絵で見てわかるはじめての漢文 3巻 加藤 徹／監修 学研プラス Y820エ 11 

 紫陽花茶房へようこそ [2] かたやま 和華／著 集英社 YFカタ 11 

20 マンガ古生物学 川崎 悟司／著 築地書館 Y457カ 10 

 中学生になったら 宮下 聡／著 岩波書店 Y376.3ミ 10 

 世界一美味しい煮卵の作り方 はらぺこグリズリー／著 光文社 Y596ハ 10 

 5分後に涙のラスト エブリスタ／編 河出書房新社 YFコフ 10 

 ぐでたまの『資本論』 朝日文庫編集部日新聞出版 朝日新聞出版 Y331.6ク 10 

 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 10 

 1・2・3色でほめられネイル しずく／著 KADOKAWA Y595.4シ 10 

 

2017年に新しくヤングコーナーに入った本の貸出ランキングです！ 

2017年はこんな本が読まれました！2018年はどんな本が流行るかな？ 

 図書館では本の予約サービスを行っています。PC またはスマートフォンからも予約ができます！吉川市立図

書館のＨＰを開いて≪資料の検索・予約≫をクリック。検索した本の詳細ページから予約ができます。 

※館内 OPACまたはインターネットからの本の予約の際には利用者番号（利用者カードに記載）と、パスワー

ドが必要です。パスワードは図書館のカウンターで発行が出来ますので、直接図書館までお越しください。 



 

 

 

  

のはなし 

『レイン』 

アン・M.マーティン／作 小峰書店 Y933.7 マ 

アスペルガー症候群の少女ローズにとって、愛犬レインは心の支え。ところが、

巨大ハリケーンが来た日、レインは行方不明になってしまい…。せつなくてや

さしい愛の物語。 

『介助犬を育てる少女たち』 

 大塚 敦子／著 講談社 Y327.9 オ 

介助犬を訓練する「ドッグ・プログラム」。その経験をとおして、さまざまな問

題や生きづらさを抱えた少女たちが、少しずつ変わっていく…。アメリカの少

女更正施設で暮らす 10 代の若者たちの姿を追ったノンフィクション。 

『動物で読むアメリカ文学案内』 

河島 弘美／著 岩波書店 Y930.2 カ 

犬のウルフ、バック、チャーリー、猫のプルートー、鯨のモービー・ディック。

さて、この動物たちが登場するアメリカ文学は? 19〜20 世紀の 6 作品を、

動物に注目しながら原文とともに紹介します。 

『ボクたちに殺されるいのち』 

小林 照幸／著 河出書房新社 Y645.6 コ 

日本では家族の一員として可愛がられるペットがいる一方、飼い主の都合で捨

てられてしまうペットが少なくない。見放されたペットはどうなるのか? 「い

やされる」「かわいい」の裏側に目を向ける。 

『犬語大辞典』 

水越 美奈／監修 学研パブリッシング 645.6 イ 

犬のキモチのすべてがわかるパーフェクトガイド。ニオイ嗅ぎ、鼻ペロリ、遠

吠えなど 303 項目の犬のキモチを解説します。ケーススタディや三択クイズ

なども収録。 

 

戌 2018年は戌年。 

いぬにまつわる本を 

集めました。 

『ムーとたすく』 

Ayasakai／著 東京：ポプラ社 748 ア 

食べる、寝る、遊ぶ…。画像共有サイト「Instagram(インスタグラム)」に投稿

し世界中で話題になったコンビ、フレンチブルドッグのムーと男の子「たすく」

の日常の写真をおさめたフォトブック。 



 

 

  

 

   

『ぜったいに 

飼ってはいけないアライグマ』 

さとう まきこ／著 

理論社 K645サ 

愛らしいキミがやって来たあの

日から、わが家の大惨劇ははじま

った。アライグマを衝動買いした

がために毎日が騒動に。それでも

あなたは野生動物といっしょに

暮らせますか？ 

『進化くん』 

マラ・グランバム／著 

飛鳥新社 480.4ク 

生物の進化は、「進化くん」が内職

でやっていた。彼の失敗やまちが

いのおかげで、地球にはかくも多

様な生命があふれている-。ユニ

ークな生物を、進化を擬人化した

「進化くん」との会話で紹介する

写真集。 

『猫だって 

鼻提灯くらいできるもん。』 

あおいとり／著 

青菁社 645.7ア 

2 本の足で立ったり、公園の水飲

み場で水を飲んだり…。猫って、

こんなに人間臭いって知ってま

した？餌も猫じゃらしも使わず

に捉えた、超自然体な猫たち。見

ていると思わずニヤけてしまう、

可愛い猫の写真集。 

『カラスの教科書』 

松原 始／著 

講談社 B488.99マ 

カラスはお嫌いですか？大丈夫、

しばらく見ていれば好きにはな

らずとも、ちょっと興味が湧いて

来ます。カラスの基礎知識、餌と

博物学、Q&A、カラス度診断など、

くちばしの先から脚の先までカ

ラスのことがわかる本。 

 

『どうぶつぶつ』 

たちばな れんじ／写真  

パルコエンタテインメント事業部 

746タ 

「あんた、悪い人間の、眼してるね

…」とつぶやくパンダ。「おじさん。

靴磨かせとくれよ。」とつぶやくア

ライグマ。ふきだし型の変形ペー

ジに、動物たちのつぶやきが満載。

彼らの目線にヌルめの癒しを感じ

る写真集。 

『モグラ博士のモグラの話』 

川田 伸一郎／著  

岩波書店 Y489カ 

どんな生活をいとなんでいるの

か？世界にはどんな種類が生息

しているのか？身近なのに謎だ

らけの「モグラ」に挑む若手研

究者が、モグラと生物研究の世

界を案内します。 

 
赤ちゃんパンダついにお披露目ですね！ 

YA 展示『ちょっと変わった生きものたち』では珍獣

であるパンダをはじめちょっと変わった生きものた

ちの面白い本を展示してます！🐼 


