
図
書
館
だ
よ
り
　
ｆ
ｏ
ｒ
　
テ
ィ
ー
ン
ズ

Book Ｗay

新十津川町図書館　☎76-3746

  
『 いつかの岸辺に跳ねていく 』
　   　　　　　　　　 加納　朋子 / 作 

　幼なじみの徹子と譲。　
つかず離れずの関係の二
人。ちょっと変わった感性
を持ち、女友達とはうまく
いかない徹子。そんな徹子
の理解者で普通の男子の
護。　何気ない日々の中、
二人の物語が重なったと
き、温かな真実が明らかに
なる。読後に清々しい風が
吹くような青春小説。
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の新刊の新刊

旅ドロップ 

　旅をした場所と空
気、出会った人々。
時も場所も超えて、
懐かしい思い出とと
もに、はるかな世界
に連れ出してくれ
る。小さな物語のよ
うなエッセー集

　片岡　翔 / 著 

キミの ×× を消してあげるよ 
悠木　シュン / 文 

朝比奈　あすか /著 

お絵描き禁止の国    

moja（もじゃ） 
吉田　桃子 /著  

　あたしのせいで動物園
に入れられた「あなた」
を必ず救い出す。そう誓っ
た日から、雨子はヒグマ
の飼育員になるため邁進
するが･･･。大切なものを
守り抜こうとする少女と
クマとの、切なく温かな
愛の物語。

バトン部に所属している
幸。地元のテレビ局がコ
ンクールの密着取材をす
ることになり、幸は退部
を申し入れる。なぜ突然、
退部を決めたのか。幸に
は誰にも言えない秘密が
あった。青春ミステリー。

　ハルは中学３年。マン
ガが好きなちょっとオタ
クな女の子。そんな彼女
をときめかせたのが、同
級生のアキラだったのだ
が･･･。誰にも言えない恋
に悩む中３女子の卒業ま
での１年間を描く。

　毛深いのを見られるの
も嫌だし、それを剃って
ついたキズも見られたく
ない。毛深いことをコン
プレックスに感じている
中２の理沙が本当の自分
に出会うまでのひと夏の
物語。

 

長谷川　まりる /著 

あなたの右手は蜂蜜の香り 

江國　香織 /著

君たちは今が世界 (すべて）

　６年３組の調理実習中
に起きた洗剤混入事件。
犯人が名乗り出ない中、
担任が放った「皆さんは、
たいした大人にはなれな
い」という残酷な言葉は、
教室に小さな波紋を投げ
かけた。



ＮＥＷ　ＢＯＯＫＳＮＥＷ　ＢＯＯＫＳ

仰げば尊し　3 　    

僕が神様と過ごした日々   

　細めの顔に、彫りの深
い目鼻立ちをしていて、
白いけどまだフサフサの
髪は、ほんの少し長め。
どこか品格があり。僕の
目の前に現れた老紳士。
不思議な出会いは、かけ
がえのない時をもたらし･
･･。

エイミ ・ ポロンスキー / 著 

　 エマヌエル・ベルクマン / 著 

詩人の声をきいた木      
 谷川俊太郎 /著…加賀美　博明 /写真 

　今度、学校で演劇の
オーデションが開催され
る。ぼくは女神の役をや
りたい。ぼくは、ただ本
物の女の子になりたい。
自分らしく生きる道を選
択した、トランスジェン
ダーの少年の姿を描く。

２０世紀初頭のプラハ
で生まれ、稀代の奇術
師となるモシェと、２
１世紀初頭の LA に住み
両親の離婚に悩むマッ
クス。ナチス政権下と
現代、それぞれに孤独
を抱えながら艱難を超
えていく少年の姿を温
かな筆致で描く。

春夏秋冬、朝と夜、晴天
と雨、雪や雷、降るよう
な星空･･･。様々に表情を
変える丘の上を舞台に、
１本の槐の木を１５年間
見つめてきた写真家と詩
人の言葉が創り出す、心
清まる写真詩集。

 思わず考えちゃう
　 ヨシタケ　シンスケ / 著

　「他人のストローの袋
が気になる」「孤独感を
どう解消するか」･･･。つ
いつい考えすぎちゃう絵
本作家が、まじめな事か
ら世にも下らぬ事までス
ケッチと共に書きとめ
る。

　言の葉連想辞典 

蒼穹＝青々とした空の
こと。初一念＝思い立っ
た最初の決心。秋波＝
美人の涼しげな目もと･
･･。「日常を少しだけ豊
かにしてくれる」とい
う視点から選びぬいた
500 の言葉をイラスト
から探そう！

トリック  

ぼくがスカートをはく日
アクセル・ハッケ /著

　 あわい /絵・遊泳舎 /編 



 世の中への扉　アクティブラーニング

森　炎/著

名作裁判あの犯人をどう裁く？ 

　５人の中学生がバーチャルリアリティで「１０年後の仕事」
を体験してみたら･･･。ＡＩが変える１０年後の未来を、
ショートストーリーで紹介する。性格タイプでわかる「ＡＩ
時代のお仕事診断書」付き。

　どうしてこんなに周りの目が気になるのか。どうして
こんなにラインやメールが気になるのか。どうしてこん
んなに人の頼みを断るのが苦しいのか･･･。作家で演出家
の著者が「生き苦しさ」のヒミツと「生きやすく」なる
方法を伝える。

　２０３０年のハローワーク 

読む・知る・学ぶ

「空気」 を読んでも従わない
鴻上　尚史 /著 

読書する人だけがたどり着ける場所

　

　「容疑者 Xの献身」の犯人が犯した最大の過ちは？
「罪と罰」のラスコーリニコフに科せられた懲役８年は
妥当？犯罪をテーマにした文学・映画の名作を題材に、
元裁判官が実際に判決を下す、裁判入門書。

図子　慧/著

斎藤　孝 / 著

　毎日情報に触れているのに、知識が深まらないのはな
ぜか？「読書が人生の深みをつくる」との前提のもと、ネッ
トやＳＮＳを活用しながら、どんな本をどう読むかを伝
える。章末ではそれぞれのテーマの名著も紹介。



あ・ら・かると

イルカ、アホウドリ、ニホンザル、セミ･･･。
大人の階段を上がる途中の踊り場で、彼らはいったい
どんな姿を見せているのか。中間期の生き物たちの、
青春ドラマを紹介する。

 

　生クリーム・白砂糖・ゼラチン、不使用。保存容器
に入れてまぜたら、電子レンジで温めて、冷凍するだけ。
特別な道具も材料も必要ないのに、上品で本格的なお
いしさのアイスクリーム＆シャーベットのレシピを紹
介します。

『夜廻り猫　５』 　

　「おまいさん、泣いておろう」涙の匂いをたどって現
れる、夜廻り猫こと遠藤平蔵。ツイッターから生まれた
８コマ漫画の第５巻。誰にも言えない想いを抱えるあな
たの、心に寄り添う物語。

『動物たちの青春白書』  

 

 

ワクサカ　ソウヘイ / 著 

 『部活でスキルアップ！ダンス上達バイブル』 

　練習メニュー、振り付け、体調管理･･･。ダンス部や
ダンスグループが、大会に勝つまでのエッセンスから、
壁にぶつかったときの解決法までを紹介。個人のレベ
ルアップはもちろん、チームづくりにも役立つ一冊。

『アイスクリーム＆シャーベット』 

のりんご☆/監修

深谷　かおる/著

木村　幸子/著



館内で視聴できます

おすすめ　ＤＶＤおすすめ　ＤＶＤ

『虹色デイズ』

　親友のクマのプーや仲間たちと別れてから長い年月が経
ち、大人になったクリストファー・ロビン。仕事と家族の
問題に悩む彼の前に、プーが突然現れる。彼が忘れてしまっ
た本当に「大切なモノ」を届けるために･･･。

『ファンタスティック ・ ビースト
と黒い魔法使いの誕生』

ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ･ｲｪｰﾂ/ 監督･J.K.ﾛｰﾘﾝｸﾞ/ 脚本･原作　
ｴﾃﾞｨ･ﾚｯﾄﾞﾒｲﾝ、ｷｬｻﾘﾝ･ｳｫｰﾀｰﾀｽﾄﾝ/ 出演

　捕らえられていた強大な“黒い魔法使い”グリンデルバ
ルドが逃走する。その一報を受け、魔法動物学者ニュート
は、ホグワーツ魔法魔術学校の恩師ダンブルドアに呼び出
される。ニュートは黒い魔法使いの企みを阻止できるか。

『プーと大人になった僕』
ﾏｰｸ･ﾌｫｽﾀｰ/ 監督　ﾕｱﾝ･ﾏｸﾚｶﾞｰ、ﾍｲﾘｰ･ｱﾄｳｪﾙ/ 出演

　なっちゃん＆まっつん＆つよぽん＆恵ちゃんは、仲良し
高校２年生。ある日、恋に奥手のなっちゃんが同級生の杏
奈に片思い。連絡先も交換できないなっちゃんを冷かしな
がらも応援する仲間たち。そんな彼らにも変化が現れ･･･。

 飯塚　健 / 監督　水野　美波 / 原作

 佐野　玲於、中川　大志 /出演

 



ギャラリー展示

 10/2( 土）～ 10/30（日）

INFORMATION　　　
図書館からのお知らせ

図書委員の皆さんが図書室のポスターを作りました。
ポスターを見た方、ぜひ図書室に足をお運びください。
次の図書室配本は、9月初めを予定してます。

新中生＆先生方へ新中生＆先生方へ

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。

★ギャラリーコンサート　10/13( 日）
★古本リサイクル市　9/28( 土 )

「絵皿と陶板画展」 「宮沢賢治の世界展」

イベント情報

内海　眞治 原　紀子

8/21( 水 ) ～ 9/8( 日 )

★青空図書館　８/25( 日 )

　



新十津川町図書館
新十津川町字中央 535-1

FAX７６－３７４６ 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。

休館日 月曜・祝日・月末図書整理日
（月の最後の平日）

開館時間

図書館からのお願い

しています。ご家庭で不要な本が

10:00 ～ 18:00（日曜は 17:00 まで）

古本リサイクル市のための古本を募集古本リサイクル市のための古本を募集

図書館では 9月 28 日に開催予定の

ご持参ください！

ありましたら、図書館へ


