
新十津川町図書館

BOOK  WAY
図書館だより for teens 2020 winter

児童書／ 913 

５分シリーズ

５分後に美味しいラスト

エブリスタ／編

あ～、お腹すいたっ！ 「いつもの店」「あんぱん」
「僕と魔女の秘密の食事」など、美味しすぎて心
まで満たされる短編小説９作品を収録。

　図書館の入口付近にあるこの機械は、「読
書通帳機」といいます。通帳は、利用者登録
をしている方に無料で発行しています。
　使ってみたい方は、図書館カウンターで申
し込みしてください。
　図書館や中学校
の図書室で借りた
本の書名などを、
印字して残してお
けます。
　シリーズ物やコ
ミックを何巻まで
読んだかなど知る
のにも使えます。
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矢印の方向に入れて下さい。
やじるし ほうこう い くだ

読書通帳を使ってみよう！



高２の夏、進路に悩む
私の前に次々と謎が現
れる。私は、どんな謎
も解き明かす Q 大大
学院生の飛木さんに相
談し…。福岡が舞台の
青春ミステリ。

児童書／ 913 カ児童書／ 913 コ

一般書／ Fサ児童書／ 913 ヒ

一般書／ BF ヨ

ぼくのまつり縫い ２
手芸男子とカワイイ後輩

神戸 遙真／作　井田 千秋／絵

被服部に入部し、２年
生になった優人。新入
部員はとってもクール
で、協調性ゼロ !? その
うえ優人は「ガッカリ」
と言われてしまい…。

烏目 浩輔／著

横断歩道で見かけた、
真っ赤なレインコート
を着た女性はなにかを
探していて…。実話を
もとにした、怖くて奇
妙な短編集。

手のひらアストラル
吉野 泉／著

咲む
笑顔を咲かせる物語が今始まる !

早瀬 憲太郎／原作　広鰭 恵利子／文
全日本ろうあ連盟／監修
きこえない看護師の女
性が人々の喜怒哀楽や
葛藤の中で生き、様々
な障壁を乗り越えてい
く姿を描いた、映画の
ノベライズ。

いつの空にも星が出ていた
佐藤 多佳子／著

一見つながりのない人
たちを結んでいる、強
くてまっすぐな気持
ち！熱くてかぎりなく
純粋な、人生と応援の
物語。

児童書／ 913 オ 

オレは、センセー
なんかじゃない !
おかざき さとこ／著　くじょう／絵

勉強もスポーツも 1 番の
「神童」だったが、「引き
こもりニート」になった
優太郎。６年ぶりに働き
始めるのだが…。

日本と外国の小説・文学

５分で読書
思いもよらない奇妙な体験

え



一般書／ F ス児童書／ 913 コ

児童書／ 933 サ

ケルトの白馬
ローズマリー・サトクリフ／作　灰島 かり／訳

イギリス、バークシャー
にある巨大な「アフィン
トンの白馬」。古代ケルト
人が描いたこの地上絵は、
なぜ、どのようにして描
かれたのか。ケルトの少
年の運命と祈りの物語。

児童書／ 913 ハ

ウィズ・ユー
濱野 京子／作

高校受験と家族関係に
悩み悶々と日々を送る
悠人は、夜の公園で朱
音と出会う。彼女は病
気の母を支え家事を担
う「ヤングケアラー」
だった…。

一般書／ F ア一般書／ F  ヒ

谷根千ミステリ散歩
中途半端な逆さま問題

東川 篤哉／著

谷根千の路地裏にある、
隠れ家的雑貨屋「怪運
堂」。店主・竹田津の探
偵の素質に気づいた女
子大生・つみれが難事
件を持ちこむと…。

スター
朝井 リョウ／著

新人の登竜門となる映
画祭でグランプリを受
賞した尚吾と紘。2 人
は名監督への弟子入り
と YouTube での発信
という真逆の道を選
ぶ。

卒業旅行
小手鞠 るい／著
アメリカで高校生活を
送ったナナは、当時バ
ンドを組んでいたメン
バーと卒業旅行を計画
したが、実現しなかっ
た。ナナは約束を果た
すため、翌年再びアメ
リカの地を訪れ…。

この気持ちもいつか忘れる
住野 よる／著

平凡な日々に飽き飽き
として生きる高校生の
カヤ。16 歳の誕生日を
迎えた直後、異世界の
少女に出会う。２人は
互いの世界の不思議な
シンクロに気づき…。



読む・知る・学ぶ

好きが見つかる !楽しいが増える !

児童書／ 817 ヤ児童書／ 159 サ

一般書／ 304一般書／ 002.7

わたしのノートの使い方
KADOKAWA ライフスタイル統括部／編 
あなたはどんなふうに
ノートを使っています
か？ 工夫いっぱいの
ノートを作っているイ
ンスタグラマーなど総
勢 23 人 の ス テ キ な
ノートを紹介。

日本のあかるいニュース
池上 彰／監修

駅員が描いた感謝の
“卒業証書” など、激動
の 2020 年に日本国内
で起きた 100 のあかる
いニュースを紹介す
る。

一般書／ 914.6 ヨ一般書／ 019 

ほんのよもやま話
作家対談集

瀧井 朝世／編

仲良しな２人、意外な２
人、同志な２人…。作家
が互いの本を語り、オス
スメ本を教え合う。46
組の対談集。

世間とズレちゃうのは
しょうがない
養老 孟司／著　伊集院 光／著

世間からはじき出され
ないことを願う伊集院
光と、世間からはみ出
している養老孟司。世
間との折り合いのつけ
方を探るトーク。

きみを変える 50 の名言
２期１ 羽生結弦、志村けんほか 
２期２ 藤井聡太、黒柳徹子ほか 
佐久間 博／文

「今、私たちに必要な
のは、人間にとって大
切なのは何かというこ
とをじっくり考えるこ
とです」 各界著名人の
名言 50 を紹介する。

13 歳からの読解力
正しく読み解き、自分の頭で考えるための勉強法

山口 謠司／著

「読解力」とは、読む力、
書く力、考える力、伝
える力の総合力のこ
と。読解力の基本的な
考え方や役に立つ習慣
を紹介する。



一般書／ 726.1 エ

ジョゼと虎と魚たち 上
絵本 奈央／キャラクター原案・漫画　田辺 聖子／原作

『ジョゼと虎と魚たち』製作委員会／監修
幼いころから車椅子
で、絵と本と想像の中
で生きるジョゼ。彼女
はある日、大学生の恒
夫と出会う。やがて距
離を縮めていくふたり
だったが…。

世界一かわいくてかんたん !

あ・ら・かると

一般書／ 594

一般書／ 596.6 ナ

ふわふわカステラの本
中川 たま／著

少ない材料で作れるカ
ステラ。「もっちり」「ふ
ん わ り」「台 湾」「バ
ター」「ココア」の５
つの生地をベースに作
るカステラと、ケーキ
を紹介します。

一般書／ 549

DK 社／著　若林 健一／訳
電気の力で動く 18 の
工作集。実際に作品を
作りながら、基礎や機
械構造を楽しく学ぶこ
とができる。安全に制
作を行うためのポイン
トなども掲載。

一般書／ 594.3一般書／ 754.9 イ

切り紙、はじめました。

石川 眞理子／著

カード、しおり、季節
の飾り、パーティ小物
など、飾って、贈って
楽しめる切り紙作品が
満載。実物大型紙 353
点を収録。

毛糸のパンツ
朝日新聞出版編／著

冷えがちな女性の体を
優しく温める毛糸のパ
ンツ。様々な形や模様
の毛糸のパンツを紹介
します。基本の作品は
プロセス写真で詳解。

おしゃれでつけ心地がよい決定版

手作り布マスク
主婦の友社／出版

7 種類の布製マスクの
作り方を紹介。布や用
具の選び方、作り方の
プロセスをていねいに
解説する。実物大型紙
も掲載。

ものの仕組みがわかる 18 の電子工作

エレクトロニクスラボ



おすすめDVD

引っ越し大名！
犬童 一心監督　土橋 章宏／原作・脚本
星野 源、高橋 一生ほか／出演

江戸時代の姫路。書庫にこもって本を読んでばかりの引きこ
もり侍・片桐春之介は、「引っ越し奉行」に任命される。突
然の大役に春之介は、幼馴染で武芸の達人・鷹村源右衛門や
前任の引っ越し奉行の娘・於蘭に助けを借りるが…。

家康、江戸を建てる
門井 慶喜／原作　佐々木蔵之介、市村 正親、柄本　佑／出演

寒村から「大都市・江戸」を計画した、ドリーマー徳川家康と、
家康の夢に人生をかけた熱い男たちのドラマ。前編は、上水
の整備を命じられた大久保藤五郎、後編は全国共通貨幣「小
判」を製造した橋本庄三郎をとりあげる。

フォルトゥナの瞳
三木 孝浩／監督　百田 尚樹／原作
神木 隆之介、有村 架純ほか／出演

幼少期に事故で家族を失った木山慎一郎は、「死を目前にし
た人間が透けて見える能力」   ”フォルトゥナの瞳” を持って
いることに気づき、生活が一変する。ある日、偶然入った携
帯ショップで桐生葵に出会い心惹かれていく。

１ブース１人限定です。

新春上映会新春上映会

中止になる場合があります。HP や電話でお問い合わせのうえ、ご来館ください。

10：30～1：05
２：00～４：3５午後

午前
※10 分の休憩を含みます。

※ソーシャルディスタンシング・換気・消毒
　検温など、感染症対策をして行います。

☆各回、上映 15分前より開場いたします☆入場無料

1月９日（土）



貸出冊数アップと
　貸出期間の延長をします！
貸出冊数アップと
　貸出期間の延長をします！

ギャラリー展示

新型コロナウイルス感染拡大防止のために

○ 館内ではマスクの着用と手指の消毒、密を避けてください。
○ 入館の際は、氏名・電話番号の記入または利用者カードの提示を
　 お願いします。
〇 学習以外の滞在は、長時間しないようにお願いします。
○ イスの数を少なくしています。譲り合ってお使いください。
〇 ビデオや DVD の鑑賞は、１ブース１人限定です。

利用条件は変更になる場合があります。ご協力をお願いいたします。

いちいの会写真展
1/15（金）～ 1/28（木）

図書館からのお知らせ

※日程や内容が変更になる場合があります。

　図書館の本や雑誌などを見て制作され

た作品を展示します。展示作品は、

12/20（日）～1/24（日）まで募集します。

新小２年生おはなし美術館展
2/27（土）～ 3/14（日）

　新十津川小学校２年生が、お

気に入りの絵本から好きな場面

を描いた作品を展示します。

　新十津川町内の写真同好会の仲間に

よる、町内外の自然風景を展示します。

おすすめ本３冊とおまけをセットにした

「本の福袋」を貸し出します。

年越し福袋

新春福袋
2020／12／27（日）
2021／１／ 7（木）

12/15（火）～ 27（日）貸し出し分に限り、

お 1人 20冊まで約３週間借りられます！

通常 10 冊まで
　　　2 週間のところ･･･

お楽しみに～！

コミックやシリーズものを
まとめて読んじゃおう！

自慢の作品を
展示しよう！

本から生まれた手作り作品展
1/30（土）～ 2/25（木）



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。
新刊は掲載している以外にもありますので、HP の図書検索の中の新刊一覧もご覧ください。

休館日 月曜・祝日・月末図書整理日（月の最後の平日）
年末年始　12/29（火）～ 1/6（水）

開館時間 火曜～土曜 10:00 ～ 18:00（日曜は 17:00 まで）

新中生のみなさんと先生方へ新中生のみなさんと先生方へ

◎　読みたい本が図書館にない場合や貸出中の時は、リクエスト
　　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
　　担当の先生や学校司書の先生を通じてお申し込みください。

◎　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。

◎　読書通帳には、学校図書室で借りた本も印字できます。
　　なかなか図書館へ来られない方は学校図書室にある、読書通
　　帳BOXをご利用ください。

◎　読みたい本が図書館にない場合や貸出中の時は、リクエスト
　　してください。

◎　新十津川町図書館には、図書館で借りた本を記帳できる読書
　　通帳機があります。通帳は無料で発行できますので、ぜひ、
　　ご利用ください。（利用者登録が必要です。）
　　今号の表紙では、読書通帳を紹介していますので、そちらも
　　ご覧ください。

農高生のみなさんへ農高生のみなさんへ


