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BOOK  WAY
図書館だより for teens 2020 spring

QK 部
トランプゲーム部の結成と挑戦

黄黒 真直／著　usi ／イラスト

高校一年生の古井丸みぞれが見つけた、「QK 部」
という謎の部活動のポスター。その言葉に興味
を持ったみぞれは、QK 部の扉を叩くことに。そ
こは、素数を使った大富豪で競い合う部活で…。
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高校生から
学習室として
利用できます。

探している本が
見つからないときは、
検索機で調べるか、
図書館の人に聞いて
ください。

新十津川町図書館には、
借りた本の書名などを記録
できる読書通帳機があります。
利用者カードを作り、本を
借りると利用できます。

※現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため利用できないサービスがあります。詳しくは８ページを見てね。

新中のみなさんは、学校図書室で借りた本も記帳できます。

※現在、新型コロナ
　ウイルス感染拡大
　防止のため、利用
　できません。

テーブルまたはイス 本棚



児童書／ 933 チ児童書／ 913 ク

児童書／ 913 コ児童書／ 913 イ

児童書／ 913 エ児童書／ 913 ト

てのひらに未来
工藤 純子／作　酒井 以／画

未来なんてあたりまえ
に来るって思ってたけ
ど。中学生の琴葉と町
工場で働く少年・天馬。
ふたりはそれぞれの家
族の物語を知り…。

ブラウン神父呪いの書
ギルバート・キース・チェスタトン／作
金原 瑞人／訳　ヨシタケ シンスケ／絵

ホームズのライバルと
もいわれる「ブラウン
神父」の作品群で、後
世の作家たちにも影響
を与えているチェスタ
トンの短編集。全5編。

世界ショートセレクション 15

5 分後に謎解きのラスト
エブリスタ／編

わずか 5 分間で事件解
決！ 「止まない雨を蹴
飛ばして」「雪の夜の
死体」など、スピーディ
に駆け抜ける超短編ミ
ステリー９作。

5 分シリーズ

朔と新
いとう みく／著

「伴走者になってもら
いたいんだ」 事故で視
力を失った兄・朔は、
走ることをやめた弟・
新に告げる。兄弟の絆
のゆくえは…。

窓
小手鞠 るい／作

父と離婚し、離れて暮
らしていた母のノート
が窓香のもとに届い
た。そこには、母がど
のように生きていたの
かがつづられていた。

邪馬台戦記 ３

東郷 隆／作　佐竹 美保／絵

女王・卑弥呼の密命を
受け、東の情勢を探る
旅に出た少年ワカヒ
コ。日本のルーツと邪
馬台国の謎に迫る古代
冒険小説、完結編。

戦火の海

日本と外国の小説・文学

１・２巻

もあるよ。



児童書／ 147 フ

一般書／ 933.7 ハ一般書／Ｆ シ

ポルターガイスト
船木 妙子／文　貞次郎／挿画

魚の雨が降ってきた
藤田 能成／文　貞次郎／挿画

ネッシーはいるのか？
藤田 晋一／文　貞次郎／挿画

UFO、エイリアン、未確認生物、超常現象、
心霊現象…。世界中の「まだ証明できない話」
を集めた短編集。3分程度で読める作品。

３分でのぞく不思議・謎・怪奇

探偵コナン・ドイル
ブラッドリー・ハーパー／著
府川 由美恵／訳
1888 年、コナン・ド
イルは、連続殺人事件
をシャーロック・ホー
ムズの推理法で解決し
てほしいと依頼され、
殺人鬼との知恵比べに
挑む。

三兄弟の僕らは
小路 幸也／著

突然の交通事故で両親
を失った朗・昭・幸の
三兄弟。彼らを助ける
べく、祖母が家にやっ
てくる。祖母と母の不
仲の理由や父の出生の
秘密を知っていき…。

一般書／ F カ一般書／ B F  ホ

活版印刷三日月堂 ６

ほしお さなえ／著

「三日月堂」の弓子が
活字を拾い刷り上げる
のは、誰かの忘れてい
た記憶や、言えなかっ
た言葉。三日月堂の「未
来」を描いた番外編。

浮雲心霊奇譚 ６

神永 学／著

小間物屋が、夜な夜な
怨霊を祀る神社へ通っ
ている。相談を受けた
憑きもの落とし・浮雲
は、別の心霊事件との
接点を見出し…。

血縁の理小さな折り紙 １～５巻

もあるよ。

１～５巻

もあるよ。



一般書／Ｆ ヨ一般書／Ｆ フ

児童書／ 908一般書／Ｆ マ

一般書／Ｆ ア一般書／Ｆ

坂下あたると、しじょうの宇宙
町屋 良平／著

高校生の毅は、小説を
書くあたるに嫉妬して
いた。ある日、投稿サ
イトにあたるを模倣し
た偽アカウントが作ら
れ、オリジナルの面白
さを超え始めた。

5 分後に意外な結末 ex

桃戸 ハル／編著　usi ／絵

涙、恐怖、笑い…。あっ
という間に読めて、予
想を裏切るドンデン返
し！読み切り全 35 話
を収録したショート
ショート集。

白銀の世界に消えゆく記憶

三世代探偵団 ２

赤川 次郎／著
天才画家の祖母、マイ
ペース主婦の母と暮ら
す女子高生・有里は、
病院で祖母と同世代の
大女優・布子に出会う。
布子主演の映画の撮影
は波瀾の連続で…。

ピエタとトランジ 完全版
藤野 可織／著

天才的な頭脳を持つ女
子高生探偵トランジ
と、助手に名乗り出た
ピエタ。トランジは事
件を誘発させる体質
で、次から次に周囲で
人が死んでいく。

イモムシ偏愛記
吉野 万理子／著

虫嫌いの少女・凪が出
会った、虫好きのおば
あさんと大きな緑の
庭。恋も友情も母親と
の確執も、虫が優しく
ほどいてくれて…。

54 字の物語 ZOO
氏田 雄介／編著　今泉 忠明／監修
武田 侑大／絵
1 つの話が 54 字で終
わる超短編小説集。動
物たちの習性や特徴を
モチーフにした 90 話。
各話に解説文を併載
し、54 字の物語の作
り方も紹介。

枯れた花のワルツ １巻も

あるよ。



一般書／ 002 イ

児童書／ 375 サ

児童書／ 830 セ

英語、苦手かも…？と思ったときに読む本
デイビッド・セイン／著

英語という道具をうまく使えば、自分の存在を世界中に知らせるこ
とができる。日本に来て 30 年以上になるアメリカ人の著者が、学
校英語にまどわされず、自由自在に英語を扱うコツを伝授する。

マンガでわかる ! 中学生からの最強の勉強法
坂本 七郎／著

中学生活を変える “魔法のランプ” を手に入れよう！ふだんはどん
な勉強をして、テスト前には何をすべきか、具体的な学習法をマン
ガを交えて解説！

なんのために学ぶのか
池上 彰／著

社会に出てからでもいい。学びの楽しさを知っておけば、その後は
一生学び続けることができる。池上彰が、「学びの喜び」と「学び
の意義」を語る。

一般書／ 019 オ

１３歳からの「身になる読書術」探し方・読み方がわかる本

大居 雄一／著
夢中になれる本との出会いは一生の宝！現役中学教員が本の探し
方・読み方を教えるとともに、「いのちをかんがえるための本」「電
車の中で読んではいけない本」など独自の視点で選んだ本を紹介！

今こそ読みたい＆教科にも役立つ２００冊

読む・知る・学ぶ



一般書／ 481.3 セ

一般書／ 596 フ

一般書／ 159.7

一般書／ 763
パワーアップ吹奏楽！楽器のメンテナンス
ヤマハアトリエ東京／監修　鷲見 精一／監修　東 佳樹／監修

楽器を大事にすることこそ、上達への第一歩。楽器を傷めにくい正
しい置き方や保管方法、運び方、演奏前後のお手入れ、月一度や年
に一度の頻度で行っておきたいメンテナンスの方法を、楽器ごとに
写真を使って解説する。

泣いたあとは、新しい靴をはこう。

日本ペンクラブ／編
親友を裏切ってしまったけど、どうしたらいいですか？校則って理
不尽じゃないですか？自分のこと、人間関係、将来…。みんなの悩
みに、森絵都、冲方丁、俵万智ら 44 名の作家が本気で答えます。

シュークリーム  

福田 淳子／著
やわらか、ざくばり、パイシューといった基本のシュークリーム８
種と、上級者向けのシュー菓子の作り方を紹介。生地やクリームの
正しい状態や手順の写真を掲載し、失敗しないコツも丁寧に解説！

めざす食感に必ずたどりつく８つの配合×ベスト相性の８種のクリーム

10 代のどうでもよくない悩みに作家が言葉で向き合ってみた

眠れる美しい生き物
関口 雄祐／著

パンダは眠っている間も笹の消化に忙しい、イヌ科の王者オオカミ
は日なたでぐっすり、脳がないクラゲも実は眠っている…。おもし
ろ可愛い生き物たちの奇妙な睡眠習慣を写真とともに紹介。

あ・ら・かると



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。

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。

INFORMATION

ギャラリー展示

新十津川小学校おはなし美術館展

開町 130 年記念

しんとつかわのおはなし絵本原画展

老後の楽しみにはじめました

吉田登代子 日本画展

6/02（火）～ 6/12（金）

6/13（土）～ 6/19（金）

6/20（土）～ 7/12（日）

図書館からのお知らせ

※予定は変更になる場合があります。

新十津川小学校おはなし美術館展



新十津川町図書館
新十津川町字中央 535-1　TEL.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。

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 10:00 ～ 18:00（日曜は 17:00 まで）

～５月 31日（日）まで

新型コロナウイルス感染拡大防止のための

利用制限について

〇　滞在時間は、おおむね 30分以内でお願いします。

〇　ビデオや DVDの鑑賞はできません。

〇　おはなしのとびらとレファレンス室は使用できません。
　　室内の資料を見たいときはカウンターに声かけをお願いします。

〇　新聞と最新号の雑誌の閲覧はできません。

本の閲覧・貸出・返却・予約はできます。

臨時休館 ６月１日は月曜日のため、開館は２日（火）からになります。
予定は変更になる場合があります。HPなどでご確認ください。


