ＹＡ編集部員活動
●活動日
2017 年 12/9
2018 年 2/10

3/10

今回のＹＡ展示は、上野動物園ジャイアントパンダの赤ちゃん

●時間
午後 3 時～6 時(時間内入退室自由)

が誕生したことと、パンダが珍獣であることから『ちょっと変わった

●場所

いきものたち』です。今回誕生したパンダの名前は、2017 年 7 月

吉川市立図書館 朗読サービス室

28 日から 8 月 10 日の 14 日間、で 322,581 件の応募があったそ

●持物

うです！！！そして、決定したのが「シャンシャン（香香）」。漢字

筆記用具・挑戦するココロ

の「香」は花開く明るいイメージの名前なのだとか。公開は生後

●対象

半年を迎える 12 月ごろの予定（毎日新聞 9 月 26 日）とのこと！

市内在住、在学の小学 6 年生～高校生

●申込

これからの成長が楽しみですね！

吉川市立図書館カウン

編集後記

ターへ直接

または電話
飼い猫が布団の中に入ってくると、冬を感じるスタッフＨです。ハロウィーンも終わって、街は一
☎984-1888

気にクリスマスモードになりますね！今号の YA’
’’!もクリスマスをイメージしてみました☆
１１月から全国の各所で、イルミネーションが彩られるみたいです！図書館でカメラの本を借り
て、イルミネーションや冬の景色を撮るなんていいなあと考え中です。図書館にはイルミネーション
はありませんが、楽しい冬の過ごし方のヒントがたくさんありますよ！お待ちしています♪
1 年て早いなあ…。
（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！ ・HR
・FINE BOYS
・B-PASS
・電撃文庫マガジン
・nicora

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

中学生・高校生のための
読書情報誌ＹＡ’’’！

ハピネス!

Vol.30 吉川市立図書館

平成 29 年 11 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＾＾

「寒い冬は出かけたくない…。
」
「休みの日は家でゆっくりしたい！」そんなインドア派の人も出かけたくなる
ような映画（公開中、または公開予定）と、その映画に関係したおすすめの本を紹介します！

『猫が教えてくれたこと』

×

本

11/18（土）公開

古くから猫の街として知られるトルコ・イスタンブール。日々をひたむきに生きる街の人々はそれぞれ
の悩みや苦しみを胸に秘め、猫との出会いに癒され深い愛情を注いでいる。まるで猫と会話をしているよ
うに通じあう人と猫とのあたたかな交流を優しく見つめた物語。（HP より一部引用）
○『猫が教えてくれたこと』「猫の恩返し」応援団／編

徳間書店

645.7

ネ

映画「猫の恩返し」にちなんで「猫が教えてくれたこと」をテーマに、全国から寄せられた
2000 件あまりの、猫への想いととっておきの猫写真の中から 63 篇を厳選。
●『岩合光昭の世界ネコ歩き番組ガイドブック』岩合

光昭／著

クレヴィス

699.67 イ

イスタンブール、エーゲ海の島々、沖縄…。NHK BS プレミアムで放送した 10 カ所を取
り上げ、番組未公開カットや、ロケのこぼれ話とともにネコ目線で撮影した写真を多数紹介。
映画公式 HP：http://neko-eiga.com/

『火花』

×

本

11/23（木）公開

お笑いコンビ・ピースの又吉直樹の初純文学作品「火花」。漫才の世界に「夢」を持って身を投じるも、
結果を出せず底辺でくすぶっている青年【徳永】と、強い信念を持った先輩芸人【神谷】が出会い、
「現実」
の壁に阻まれ、
「才能」と葛藤しながら歩み続ける青春物語。監督は、原作者・又吉の先輩でもある板尾創
路。（HP より一部引用）
○『火花』又吉

直樹／著

文藝春秋

F マタ

奇想の天才である一方で人間味溢れる神谷、彼を師と慕う後輩徳永。芸人の 2 人が運命のよ
うに出会ってから劇は始まった-。笑いとは何か、人間が生きるとは何なのか。
『文學界』掲載
を書籍化。
映画公式 HP：http://hibana-movie.com/

TBS ドラマ『陸王』
○『陸王』池井戸

×

潤／著

本

10/15（日）～放送開始

集英社

F イケ

○『子どものためのニッポン手仕事図鑑』大牧

圭吾／監修

オークラ出版

K750 コ

日本にはたくさんの素晴らしい手仕事がある。線香職人、べっこう職人、木工職など、さま
ざまな職人たちの仕事と彼らの思いを、写真とともに伝える。掲載されたすべての職人の動画
が観られる URL 付き。

ドラマ公式 HP：http://www.tbs.co.jp/rikuou_tbs/

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
今回は、何かとイベントの多いこれからの季
節におすすめの本を紹介します...。
・*♪

『ハレの日のウレシイお
高橋

教子／著

菓子』

アップルミンツ

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！

『カッコいい写真が

撮れる 100 のレシピ』

596.65 タ

クリスマスのキャンディーガラ

学研プラス

Ｙ743 カ

被写体別カッコいい写真を撮る

スツリーなど特別な日に楽しめる

ためのテクニックを紹介。スマホ

手作りスイーツのレシピを紹介。

での撮影方法やアプリを使った画

皆で手作りお菓子を持ってクリス

像加工のポイントも解説。

マスパーティーなんて楽しそう♬

クリスマス・キャロル』

『

チャールズ・ディケンズ／作 ポプラ社 Ｋ933 テ

冬の輝く夜景の撮影にﾁｬﾚﾝｼﾞ！

『フィギュアスケート

美のテクニック』

樋口 豊／監修

新書館

784.65 フ

ｸﾘｽﾏｽ･ｲﾌﾞの夜、ｹﾁで冷たいｽｸﾙｰｼﾞ

ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄには独特の美学があ

のもとに、3 人の精霊が現れる。精

る。感動を呼ぶﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽを生む

霊に過去・現在・未来の自分を見せ

「美のテクニック」とは? 基礎か

られたｽｸﾙｰｼﾞは…。ｸﾘｽﾏｽ物語の名

らﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙの美技まで、詳しく

作。ﾃﾞｨｽﾞﾆｰでｱﾆﾒ映画化も。

解説。今年の冬はｽｹｰﾄにﾁｬﾚﾝｼﾞ!

『14 歳、ぼくらの疾走』
ヴォルフガング・ヘルンドルフ／作

木本/栄／訳

小峰書店

Y943.7 ヘ

理想と現実とのギャップにいらだち、鬱屈した学校生活を送っている 14 歳のマ
イクのところへ、型破りな不良少年チックがずかずかと入り込んできた。そして 2
人は、ラダに乗ってワラキアを目指すという無謀な旅に出る。ドイツ児童文学賞。

『ファニー13 歳の指揮官』
ファニー・ベン=アミ／著

岩波書店

Y929.7 ヘ

1943 年、ユダヤ人迫害の嵐の中、13 歳のユダヤ人少女ファニーは、大勢の子
どもたちを引率してスイスへ逃げることになり…。自分と仲間の命を救うために奮
闘した少女の実話。2017 年 8 月公開映画の原作。

『恋する熱気球』
梨屋

アリエ／著 講談社

YF ナシ

ヤングアダルト小説の名手が、思春期の恋や性に対する悩みと戸惑いを、様々な立場
の男子目線、女子目線で描いた青春小説集。表題作ほか、「オルゴール・ガール」「わた
しを見ないで」など全 5 編を収録する。

『学びの技

14 歳からの探究・論文・プレゼンテーション』
後藤

芳文、伊藤

史織、登本 洋子／著

玉川大学出版部

Y002.7 マ

多くの情報の中から価値ある資料を探し出すノウハウ、レポートや論文を論理的
にまとめる際の基本事項、発表の準備の方法など、これからの時代の探究学習に必
要とされる「学びの技」を、イラストを交えて紹介する。

『文学部』
戸田

恭子／著 ぺりかん社

Y376.8 ト

文学部をめざす人のための学部案内。文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。

新着ＣＤ・ＤＶＤ
みなさんお待ちかねの新しいＣＤとＤＶＤが入りました！
「中高生向けのＣＤも入れて欲しい」とのご要望にお応えして購入したものもあります。
中でもおすすめのものをご紹介しますっ！
ＣＤ・ＤＶＤは合わせて２点まで、２週間の貸出です☆
貸出中のものはぜひ、予約を^ ^
他にもリクエストがありましたら気軽に言ってくださいねー！

「ジュラシック・ワールド」

「ファインディングドリー」

「ファンタスティック・ビースト
と魔法使いの旅」

「家族はつらいよ」

「エール!」

「Ｉ Love スヌーピー」

「超高速!
参勤交代リターンズ」

「猫侍 劇場版」

「10 さいまでにおぼえたい!えいごのうた」 レット・イット・ゴーなど５０曲を収録。
「君の名は。」RADWIMPS 世界的大ヒットとなった、映画のサントラ盤。
「SMAP 25 YEARS」SMAP 惜しまれつつ解散した SMAP のベストアルバム。
「EXTREME BEST」 EXILE 48 枚目のシングル「Joy-ride 〜歓喜のドライブ〜」まで収録。
「至福の眠れるクラシック」 ドビュッシー「月の光」など、深い睡眠へと導くクラシック音楽が満載！

１２月２５日は、クリスマス！
今年のクリスマスは何をして過ごしますか？
クリスマスは、ケーキを食べたり、クリスマスツリーを飾ったり、
わくわく楽しいことが待っていますね！
そもそも、クリスマスって何のためにあるのでしょうか？

クリスマス 12 月 25 日
キリスト教が広く信仰されている西ヨーロッパでは、イエス・キリストの誕生日とされる 12 月 25 日
のクリスマスは、もっとも大きな行事で、年をまたいで 1 月 6 日の公現祭まで続きます。前日 24 日の
クリスマス・イブには前夜祭があり、クリスマス当日は特別な料理をつくり、家族や親戚が集まって食べ
ます。日本では、子供たちがサンタクロースからプレゼントをもらう日、というイメージが強いですね。
イエス・キリストの誕生日は聖書に正式に書かれていません。もともとは北ヨーロッパで古くから行な
われていた冬至（12 月 22 日ごろの、昼が最も短い日）を祝う祭りに由来するとも言われており、4 世
紀ごろに 12 月 25 日に決められたとされています。この習慣が日本に入ってきたのは明治時代以降で、
一般の人々の間に広まったのは、昭和 20 年代になってからです。今では日本でも楽しいイベントのひと
つとして定着していますね。

一般的にクリスマスカラーと言われている赤、白、緑には意味があります。赤は、キリストが流した血
の色から、白は、キリストの純潔を表し、緑はキリストの永遠の生命を表しているそうです。

クリスマスツリー
クリスマスには、モミの木に様々な飾りを飾りますが、これらには意味があるって知っていましたか？
スター：キリストが生まれたときに東の空にで輝いていたとされる「ベツレヘムの星」を表している。
キャンディケイン：キリスト教では、神様を羊飼い、人を羊にたとえる。つえの形をしたキャンディは、
人を導く羊飼いのつえを表している。

リンゴ（玉）：豊作や最初の人間であるアダムとイブが食べた「知恵の木」のリンゴを表している。
ベル：キリストの誕生日を知らせたといわれる、喜びのベル（鐘）を表す。
ろうそく：世の中を照らすあかりを表している。現在では主に電球などを使用。
モミの木：冬にも葉を落とさないことから、永遠の命を表す。
図書館には、クリスマスシーズンにぴったりの本やこのような行事の由来などについて
詳しく書かれている本もたくさん揃ってます！冬休みも是非、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 5
『かこさとしこどもの行事しぜんと生活
かこ

12 月のまき』

さとし／文・絵

小峰書店 Ｋ386 カ

祝！

パンダを自宅で飼う方法
白輪

剛史／著

ひとことパンダ
文藝春秋

Ｙ480.7 シ

上野動物園／監修

朝日新聞出版 489.57 ヒ

ライオンと戯れ、ペンギンと泳ぎ、カピバラと

はじめてパンダを見た子どもたちの喜びや驚き

まったり…。動物園の人気者は飼えるのか!?夢の

の「ひとこと」を、上野動物園でのリーリーとシ

ペットと暮らす方法を教えます。

ンシンの撮りおろし写真 88 枚収録。

“珍獣ドクター”の動物よろず相談記
田向

健一／著

河出書房新社 645.66 タ

どんなペットを飼ったらいいですか?うちのコ、健康
ですか?動物の幸せを考える 80 の珍問・難問・奇問!動
物病院に届いた飼い主の悩みに珍獣ドクターが回答。

ＹＡ展示

10 月 26 日～12 月 26 日（予定）

パンダは珍獣だって知っていましたか？YA 展示ではパンダを
はじめ、ちょっと変わったいきものたちの本を集めました！
いろいろないきものたちの世界をのぞいてみて下さい👀

