ＹＡ編集部員活動
●活動日

Question＆Answer！

２０１８年３/１０

＜リクエスト＞

●時間
午後３時～６時(時間内入退室自由)

「荒川弘さんの作品が好きなので、図書館に入れてほしい
です！」

●場所

＜回答＞

吉川市立図書館 朗読サービス室

リクエストありがとうございます♪荒川弘さんの人気作

●持物

『鋼の錬金術師』は２０１７年に映画化されましたね！実は、

筆記用具・挑戦するココロ

吉川市内の旭地区センター図書室では、漫画『鋼の錬金術師』

●対象

（完全版）を所蔵しています！この他にもたくさんの漫画を所

市内在住、在学の小学 6 年生～高校生

蔵しているので、ぜひ予約してください☆
本や CD・DVD などのリクエストもお待ちしています＾＾

編集後記
３月は別れの季節。友達と離れる
のは悲しいですよね…。でも、それ
だけ良い思い出があるということで
す！残り少ない時間ですが、たくさ

鋼の錬金術師
荒川

[1～１８]

弘／著 スクウェア・エニックス

M726.1

所蔵：旭地区センター図書室

ん思い出を作って下さいね！
スタッフ H

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

・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！ ・nicora
・FINE BOYS
・B-PASS
・電撃文庫マガジン

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
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

スマートフォン

アラ

中学生・高校生のための
読書情報誌ＹＡ’’’！

ハピネス!
２０１８年

Vol.3２吉川市立図書館

春

平成 30 年３月１日

発行

吉川市立図書館でも
映画会を開催しています！
ご来場お待ちしております＾＾

「春休みは何して過ごそう…」まだ、予定が決まってないあなたにおすすめの映画（公開中、または公開予定）
と、その映画に関連した本を紹介します！

『去年の冬、きみと別れ』

×

本

３/１０（土）公開

結婚を間近に控えたライターの「僕」
（岩田剛典）は、2 人の女性を殺した容疑で逮捕され、死刑判決を
受けた被告（斎藤工）の面会に行く。被告や周囲の狂気が暴走し、真相は迷宮入りするかに思われたが…。
その真相に近づくにつれ、いつのまにか彼は、深みにはまっていく―。（HP より一部引用）
●『去年の冬、きみと別れ』中村

文則／著 幻冬舎

F ナカ

ライターの「僕」は、2 人の女性を殺した容疑で逮捕され、死刑判決を受けた被告の面会に
行く。調べを進めるほど、事件の異様さに飲み込まれていく「僕」。被告や周囲の狂気が暴走
し、真相は迷宮入りするかに思われたが…。
映画公式 HP：http://wwws.warnerbros.co.jp/fuyu-kimi/index.html

『ちはやふる

―結び―』

×

本

３/１７（土）公開

競技かるたに懸けるあの青春が帰ってくる！「上の句」、「下の句」に続く 3 作目。あれから二年、新も
高校でかるた部を作って、全国大会で千早と戦うことを決意する。一方、新入部員が入り、全国大会を目指
す瑞沢かるた部だったが、予選を前に突然、部長の太一が辞めてしまう。千早、太一、新は、再びかるたで
繋がることができるのか？（HP より一部引用）
●『ちはやと覚える百人一首』あんの

秀子／著

講談社

911.14 ア

コミック「ちはやふる」の登場人物たちと百人一首を覚えよう! 百人一首の各歌の意味や背景
をはじめ、作者の説明、
「ちはやふる」の登場人物たちによる意訳、決まり字、歌のニュアンス
に近いコミックスのイラストなどを掲載。
映画公式 HP：http://chihayafuru-movie.com/index.html#/boards/musubi

おあしすと
読売テレビ・日本テレビ系ドラマ『リピート』 × 本
１/１１（木）～放送中
●『リピート』乾

毎週木曜よる１１：５９

くるみ／著

文藝春秋

吉川市立図書館で
撮影しました！

ＢＦイヌ

現在の記憶をそのままに過去の自分に戻って人生をやり直す「リピート」に臨んだ 10 人が、
次々と不可解な死を迎える。彼らの前に立ちはだかる殺人鬼の正体とは!? 「リプレイ」＋
「そして誰もいなくなった」の衝撃。
ドラマ公式 HP：http://www.ytv.co.jp/repeat/

４月からは新学期、新生活がスタート！
新学期、新生活に向けて今からできること、見つけ
ちゃおう！これを読めば、４月からは心配なし？！

『部活ですぐ使える!

『カッコいい資格図鑑』
鈴木

秀明／監修 主婦の友社 Ｙ366.2 カ
危険物取扱乙種、フォークリ

基本のスポーツテーピング』
ニチバン株式会社／監修

主婦の友社

フト運転技能者、マグロ解体師

Y780.1 フ

…。国家資格、民間資格に関わら

体のさまざまな部位・症状にお

ず、取得するとカッコいい資格

けるスポーツテーピングの巻き

をビジュアル化して紹介。資格

方や活用の仕方、注意点などを、

の概要、合格率、受験資格、試験

写真を豊富に使ってわかりやす

内容などを掲載する。

く解説する。スポーツ別さくいん
付き。

『マンガでおぼえる英単語』
齋藤

孝／著

岩崎書店

『ノートの書き方教科書』
Y834 サ

「act→action→reaction」

山と溪谷社

375 ノ

子どもたちが知識を整理し、

同じ言葉(文字)がある単語を

思考し、自らの言葉で表現する

「ファミリー」としてまとめ、

ことを身につけるための、「学ぶ

マンガとともに紹介。いもづる

ことが楽しくなる」ノートのと

式に 400 の英単語をマスター

り方や活用の仕方を紹介。やっ

できる。

てしまいがちな間違いも掲載する。

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！

『小学生でもわかるスマホ&パソコンそもそも事典』
秋田

勘助／著 シーアンドアール研究所 Y007.6 ア

そもそもワードって何なの? そもそもスマホで何ができるの? わかっていそう
で実はよく知らないパソコン・スマホやエクセル、ラインなど、知っておきたい事
柄の基礎知識をわかりやすく Q&A で図解する。

『色えんぴつでイラスト』
ふじわら

てるえ／著

誠文堂新光社

Y726.5 フ

「色を楽しむ」にこだわった、色えんぴつの技法書。身近な 12 色から、描ける
ものの幅が広がるおすすめの色まで、色ごとに色えんぴつイラストの描き方を紹
介。ラベルやスケジュール帳などに使えるイラスト見本も豊富に掲載。

『生き延びるための作文教室』
石原 千秋／著 河出書房新社 Ｙ816 イ
個性的な人、個性的でない人はどうやって生き延びればいいのか。作文とは、上
手にウソをつくことである! 学校空間を覆っている見えないガラスの壁がどういう
ものかを明らかにして、個性的に「見える」作文の書き方を伝授する。

『命のダイヤル』
赤川 次郎／著 汐文社

ＹF アカ

病気のため、余命 3 か月と診断された 16 歳の美奈。訪れた海辺の町で、小林と
いう中年男性と出会った美奈は、残された時間を彼と親子のふりをして過ごすこと
になるが…。泣ける物語をあつめた感動の作品集。

『レモンの図書室』
ジョー・コットリル／作

小学館

Y933.7 コ

母親を亡くしたカリプソは、ひとりぼっちで本の世界に入りこんでいた。ある日、
本好きな転校生メイがやってきて…。本でつちかった豊かな想像力と、篤い友情を
武器に困難と戦う少女の姿を描く。

持っていたら「いいね！」と言われるような
表紙がおしゃれな本、話題になった本など読んでみませんか？
2017 年サンリオキャラクター大賞第 2 位！

歴史的大ヒット映画！

『小説君の名は。』
新海

誠／著

『ポムポムプリンの『パンセ』』
KADOKAWA

YＦ シン

朝日文庫編集部／編 朝日新聞出版

田舎町に暮らす女子高校生・三

Y135.2 ハ

自分を信じることができれば、

葉は、自分が男の子になる夢を見

どんな道へ進んでも大丈夫。その

る。一方、東京で暮らす男子高校

ためのヒントが満載の「パンセ」。

生・瀧も自分が女子高校生になる

ポムポムプリンと一緒にページ

夢を見る。2 人は夢の中で入れ替

を開いて、自分を信じる勇気が生

わっていることに気づくが…。2016 年 8 月公開

まれる秘訣を学びましょう。

映画の原作小説。

思わず手に取る魅力的な表紙！

『楽しい植物化石』
土屋

香／著

大人気絵本作家！

『あるかしら書店』
河出書房新社 Y457.7 ツ

ヨシタケ シンスケ／著

ポプラ社 726.6 ヨ

今はもう見ることのできない

「ちょっとヘンな本ってある

美しい幹の模様、岩に刻まれた繊

かしら?」「これなんてどうかし

細な葉の形、動物化石には出せな

ら!」 「こんな本、あったらいい

い味…。緑の地球へと移り変わっ

な」が詰まった、最高に楽しい妄

ていった歴史が刻まれている植

想書店を、
「りんごかもしれない」

物化石 68 点を写真で紹介し、

の絵本作家、ヨシタケシンスケが

解説する。化石採集の基本も掲載。

描きます。

いいね！と言われる前に読んでおこう！

『大人を黙らせるインターネットの歩き方』
小木曽

健／著

筑摩書房

Y007.3 オ

個人情報、ネットいじめ、成績、炎上…。ネットには大人たちの心配のタネがいっぱ
い。だったら、そんな心配を吹っ飛ばす知恵を提案してあげよう! 中学・高校生に向け、
大人も納得する無敵のネットとのつき合い方を伝授する。

３月３日は、ひなまつり！
図書館でも毎年、飾っているひな人形。
飾ったら早く片付けないとお嫁にいけないって本当？？
どんな意味が込められ、何を飾り、何を食べるのでしょうか？

３月３日

ひなまつり（桃の節句）

女の子の成長と幸せを願って「ひなかざり」を飾ったり、良い結婚ができることを願ってハマグリ料理
を食べたりする行事。もともとは奈良時代に中国から伝わったもので、ちょうどモモの花が咲く時期だっ
たことから「桃の節句」とも呼ばれています。

ひなかざり
立春（２月４日ごろ）から２月の中旬までに飾りつけ、片付けるのは、３月３日を過ぎたらすぐが良い
だいり

内裏びな：１段目。天皇と皇后を表す。関西地方では、むかって右におびな、左にめびなを飾る。関東地
方では、左右逆に飾る。
三人官女：２段目。内裏びなの身の回りのお世話をする女性。
五人ばやし：３段目。音楽を演奏する人々。楽器は太鼓、大皮つづみ、小つづみ、ふえ。
ずいじん

随身：４段目。位の高い大臣。警護や戦いをおこなう役人。
さんしちょう

三仕丁：泣き顔、笑い顔、怒った顔をしている雑用係。
ひな道具：６段目と７段目。たんす、鏡台、茶道具、などの嫁入り道具と乗り物。

ひなまつりのごちそう
ひなあられ：米で作ったあられ。赤は魔除けの力、白は清らかさを表す。
ひしもち：ひし形の餅。赤と白はひなあられと同じ意味があり、緑はけがれをはらう力があるとされた。
そのほか：はまぐりのお吸い物、白酒、草餅、菜の花のおひたし、ちらし寿司など。
たんご

図書館には、ひなまつりだけでなく、端午の節句などのような行事について詳しく書かれている本もた
くさん揃ってます！春休みも是非、図書館に来て下さいね☆

参考引用文献：『再発見!くらしのなかの伝統文化 5』 市川 寛明／監修 ポプラ社 K382 サ
『春夏秋冬の行事と食べもの』 たかい ひろこ／著

ポプラ社 Ｋ38２タ

３月の YA 展示は、職場体験に来た東中学
校の生徒さんが考えてくれたテーマです！
是非、たくさん借りてくださいね📖

～新たな一歩を踏み出すあなたへ～

『中学生になったら』
宮下

聡／著

岩波書店 Ｙ376.3 ミ

『理学部・理工学部』
佐藤

成美／著

ぺりかん社 Ｙ376.8 サ

『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

長年教師として中学生と共に

理学系をめざす人のための学

生きてきた著者が、人生の土台づ

部案内。理学部・理工学部で学ぶ

くりに懸命な中学生の姿を伝え

ことやキャンパスライフ、卒業後

本がたくさんありすぎて「何を

るとともに、中学校の生活、勉強

の進路などを、実際の取材をもと

読んだらいいのかわからない」と

方法、学ぶことの意味、人生をデ

に、わかりやすく説明する。教員・

いう小中高生のための、ピッタリ

ザインすることなどについて丁

学生・卒業生インタビューも収

の一冊が見つかるブックガイド。

寧にアドバイス。悩み相談も収

録。※シリーズ他学部あり。

「本のコンシェルジュ」おすすめ

録。

ぺりかん社 Y019.5 カ

の 300 冊を紹介します。

『大好き!
スクラップブッキング』
久米

実行委員会／編著

英美子／著 学陽書房
744.9 ク

『神去なあなあ日常』
三浦

『これが正解!ひとり暮らし

しをん／著

スタートブック』

徳間書店 ＢＦミウ
高校卒業と同時に平野勇気が

主婦の友社／編
主婦の友社 590 コ

デジカメの普及で写真はいっ

放り込まれたのは、三重県の林業

引っ越し手続きから部屋づく

ぱいあるけれど、パソコンに入れ

の現場。携帯も通じない山奥、ダ

り、掃除・洗濯・料理、節約、ト

っぱなし。そんなあなたに、アメ

ニやヒルの襲来…。勇気は無事、

ラブル対応・マナーまで、ひとり

リカで大ブレークのアルバム作

一人前になれるのか? 四季のう

暮らしライフを Happy にするた

りはいかが? 写真をきれいにか

つくしい神去村で、勇気と個性的

めの知恵をイラスト満載で紹介

ざりつける手作りアルバムを紹

な村人たちが繰り広げる騒動記。

する。

介します。

