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ある日、美術部が文化祭
のために作ったジオラマが
壊された！その真相を探る
ために文化部部長が会議を
開く。果たして「ジオラマ
事件」の真相は !?
個性的なメンバーたちの悩
みや秘密が織りなす、学園
ストーリー。これから部活
を始める人も続ける人も、
ぜひ読んでみてください。

『 部長会議はじまります 』
吉野

万理子 / 作
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の新刊
の新刊
そば打ち甲子園！
そば打ち研究部 / 著
突然、生徒はみんな部活
に入ることが義務になっ
た高山女子高校の元帰宅
部５人組。今更、どこの
部にも入りたくないと、
新設したのはなんと、「そ
ば打ち部」そしてまさか
のそば打ち甲子園に挑戦
することに！笑いあり、
涙ありの部活奮闘物語。

浮雲心霊奇譚５

呪術師の宴

赤眼の憑きもの落とし
八雲。神楽坂の武家屋
敷で除霊を依頼される
が、そこで一人また一
人と死者が･･････。
近藤、土方、沖田ら新
選組の面々も登場する
幕末エンタテインメン
ト。

長浜高校水族館部！
愛媛県立長浜高等学校に
は「水族館部」があり、
生徒が水族館を運営して
いる。生き物の命をあず
かるこの部で次々巻き起
こる騒動。実在の部を舞
台に描くドキュメント小
説。

赤川

次郎 / 著

夜の山道で偶然見つけた
古びた電話ボックス。そ
れは過去へと続く不思議
な空間だった。もしも人
生をやり直せたら。かつ
て別れた人と、もう一度
出会うことができたなら。
ホラー小説集。

神永 学 / 著

令丈 ヒロ子 / 文

長距離電話

羊の告解
いとう

みく / 著

いつもと同じ朝、父が殺
人容疑で逮捕された。
突然“カガイシャカゾク”
となった中学３年生の涼
平の苦しみは始まった。
果たして彼は父と同じ加
害者なのか、それとも被
害者なのか。ある少年の
再生とゆるしの物語。

カゲロボ
木皿 泉 / 著
カゲロボというもの
がいるらしい。
最初は単なる都市伝
説のはずだった。
しかし、人々の生活
にじわじわと忍び込
んでくるカゲロボと
はいったい何？

ＢＯＯＫＳ
ＮＥＷ ＢＯＯＫＳ
塀の中の美容室
桜井 美奈 / 著
激務が続く番組制作会社
で働く志穂は、上司から
の命令で、刑務所の中の
美容室を取材することに
なるのだが･･･。彼女た
ちは、なぜそこに髪を切
りにいくのか。刑務所の
中で営業を行う美容室を
舞台にした連作短編集。

夢の迷い路
西澤

保彦 / 著

事件は２０世紀に起こっ
た。時を経て、２１世紀
の彼女たちが辿りついた
真相とは？本好き美少女
エミール＆ジャンク映画
フリーク男子ユッキー。
二人の高校生が活躍する
ミステリー。

仰げば尊し
3
スヌーパー
君がいた４０日
丹

由美子 / 著

東日本大震災で多くの
人や動物たちが犠牲に
なり、被災した宮城県
石巻市。指定避難所の
小学校にはあふれるほ
どの避難者が。そのな
かに一頭のゴールデン・
レトリバー、スヌーパー
がいた。避難生活所で
の人と犬をめぐる物語。

混 物 語
西尾 維新 / 著
青春は < 混ぜたら危険 >
か知りたくて。
「忘却探偵と呼ばれていま
す」「あたしのことを名字
で呼ぶなよ、お兄ちゃん」
「夢を諦めるのは、時に美
しい」などをまとめた短
編集。

傑作はまだ
瀬尾 まい子 / 著
引きこもり作家の前に突
然現れた初対面の息子。
「はじめまして」から始
まった２５歳の息子との
同居生活。二人は本当の
家族になれるのか？
優しい涙が流れるハート
フルストーリー。

あさのあつこ特別授業

「マクベス」
シェイクスピアの「マ
クベス」。古典で外国文
学で、戯曲という、
ちょっと近寄りがたい
と感じる作品を作家あ
さのあつこと一緒に紐
解いてみよう！
「読書の学校１００分
de 名著」シリーズ。

読む・知る・学ぶ
「文系？」「理系？」に迷ったら読む本
竹内

薫/著

進路でまず迷うのは、文系か理系か？でも２０２０年に
大学入試制度が変わり、そんな区分は意味がなくなる？
ＡＩに取って代わられる職業は何？
夢を叶えるために考えてみよう、新しい選択の方法を。

きみを変える５０の名言
山中伸弥、さかなクンほか / 著
世の中への扉 アクティブラーニング

客観的に物事を見る目を養うことはとても大事なこと。
山中伸弥、さかなクン、植村直己、スティーブ・ジョブ
ス･･･。
未知の世界を探求する科学者や冒険家、起業家の名言を
５０紹介する。

中高生からの論文入門
小笠原 喜康・片岡 則夫/著
論文なんてと、尻ごみするなかれ！テーマの選び方
から、文章の書き方、図書館のうまい使い方まで、わ
かりやすく教えてくれる一冊。何より大切なのは自分
の考えを組み立てる力です。

マンガ僕たちの日本国憲法
池上 彰/監修・門脇正法/原作・潜木 ひろ/作画
池上彰の特別授業を聴いた高校生たちは、憲法とどう向き合うの
か !?「君たちの日本国憲法」のエッセンスや憲法の歴史、若者の
リアルな疑問や感想をもとにして構成したストーリーマンガ。

あ・ら・かると
『 あの日からの或る日の絵とことば』
筒井 大介/ 編
「あの日から」を生きる、すべての人へ。高山みなみ、
中川学、穂村弘、ヨシタケシンスケら、現代を代表す
る３２人の絵本作家たちが、震災をめぐる「或る日の
記憶」を描いた絵とエッセイを収録する。

『行ってくる』海街ｄｉａｒｙ９
吉田

秋生 / 著

すずが中１の夏から始まった、鎌倉での四姉妹の物語の
完結編。高校進学のため、鎌倉を離れるすず。姉たちも
それぞれの転機を迎え･･･。中学最後の夏が終わろうと
している。人気コミックの完結編。

『作って贈る SNOOPY の紙刺繍』
川畑

杏奈 / 制作

紙に目打ちで穴をあけ、そこに糸を通すことで、
かわいいスヌーピーと仲間たちが浮かびあがる。
ノート、席札、ぽち袋など、様々な素材の紙刺繍
の刺し方を紹介。

『メジャーをかなえた雄星ノート』
菊池

雄星 / 著

目標と反省を書き続けた先に夢はあった。メジャー
への夢をかなえた雄星の中学、高校時代のノート、メ
ンタルトレーニングファイルなど、決して順風満帆で
はなかった野球人生をつまびらかに綴った日誌を公開。

おすすめ ＤＶＤ
館内で視聴できます

『未来のミライ』
細田

守 / 監督･脚本･原作

上白石萌歌･黒木華 / 声

生まれたばかりの妹に両親の愛情を奪われ、寂しさいっ
ぱいのくんちゃん。そんな時、くんちゃんは未来からやっ
てきた妹・ミライと出会います。時を超えた家族の物語を
描く、アニメ。

『ワンダー 君は太陽』
スティーヴン・チョボスキー / 監督，
Ｒ．
Ｊ．パラシオ / 原作
シュリア・ロバーツ、オーウェン・ウィルソン / 出演

生まれつき顔に障がいがある少年、オーガスト・プルマン。
小学校に通い始めた彼の“ワンダー”な日々を描いた心温
まる映画。

『風雲児たち 蘭学革命篇』
吉川

邦夫 / 演出 , みなもと

太郎 / 原作 , 片岡

愛之助 / 出演

史上初の西洋医学書の和訳に取り組んだ前野良沢と杉田
玄白。しかし、刊行された「解体新書」にはなぜか良沢の
名は残らず、名声は玄白だけのものとなった。二人の間に
何が起きたのか･･･。エンターテインメント時代劇。

『極夜

記憶の彼方へ～角幡唯介の旅～』
角旗

唯介 / 出演

厳冬の北極圏で何か月も太陽が昇らない「極夜」。探検家・
角幡唯介は、この暗闇と極寒の世界をたった一人で旅をし
た。壮絶な「極夜」の世界で、角幡は何を見たのか？
自撮りカメラの映像と肉声でつづる壮絶な旅の記録。

図書館からのお知らせ

INFORMATION
ギャラリー展示

「いちいの会写真展」
5/8（水）～ 30（木）

町内の写真サークルの写真展です。

イベント情報

「すずきもも 絵本原画展」
6/15（土）～ 7/14（日）

『さっぽろおさんぽ日和』などの著者
で、イラストレーターのすずきももさん
の絵本『はるとなつ はたけのごちそう
なーんだ？』の原画を展示します。

おはなしころりん

絵本作家スペシャル
７月 13 日 ( 土 )14：00 より
ゲスト / すずきもも

新中生＆先生方へ

今年度最初の図書室配本を４月中旬に行いました。
どんな本が並んでいるか、ぜひ図書室に来てみて下さい。
学級文庫の配本も朝読が始まる前に予定しています。

読みたい本があれば、図書館へ気軽にリクエストをしてください。
学校図書室や学級への配本リクエストについては、学校図書室担当
の先生を通じてお申込みください。
調べ学習や教科に必要な本の希望も随時受けつけています。

特別休館と特別貸出のお知らせ
ゴールデン・ウィーク中の図書館のお休み

４月２９日 ( 月 ) ～５月６日 ( 月）
（休館中の返却は「ブックポスト」へ）

４月２８日まで

特別貸出中です！

通常は１人「１０冊まで２週間のところ･･･
２０冊まで

開館時間

休館日

約３週間借りられます

10:00 〜 18:00（日曜は 17:00 まで）
月曜・祝日・月末図書整理日（月の最後の平日）
特別図書整理日※蔵書点検（6 ／ 11 火〜 14 金）

新十津川町図書館
新十津川町字中央 535-1

７６－３７４６

FAX

７６－４６４１

http://lib.net-bibai.co.jp/shintotsukawa/
この冊子は図書館 HP でも公開しています。蔵書検索もできます。

