図書館だより for teens 2021 autumn

Book Way
新十津川町図書館

カゲロウデイズ １
じん（自然の敵Ｐ）／著
これは、８月 14 日と 15 日の物語。やけに煩い蝉の声、立ち
揺らめくカゲロウ。真夏日のある日にある街で起こったひと
つの事件を中心に、様々な視点が絡み合っていく…。

表紙の絵は、
新十津川中学校１年の
中川 愛唯さんが
描いてくれました！
ありがとう＾＿
＾

募集しています!
「Book Way」の表紙の
絵を描いてみませんか？
描いてみたいなと思った
人は、図書館カウンター
までお越しください！

日本と外国の小説・文学
児童書／ 913 マ

児童書／ 913 ヤ

キャプテン

F ができない

高校野球編 新たなるプレイボール

升井 純子／作

ちば あきお／原作

山田 明／小説

中学時代、名門・青葉
学院との死闘で、谷口
タカオはボールを握る
ことができなくなって
いた。高校進学後、一
度は野球をあきらめよ
うとしたが…。

「F ができるようになっ
た ら、教 え て や る よ」
と兄がギターをくれた。
ギターコードを覚え始
めると、クラスのカイ
トが「バンドできんじゃ
ない」と言いだして…。

一般書／ B933.7 ジ

自由研究には向かない殺人
ホリー・ジャクソン／著

服部 京子／訳

高校生のピップは自由研
究 で、17 歳 の 少 女 の 失
踪事件を調べている。犯
人とされている少年と親
しかったピップは彼の無
実を証明するため、自由
研究を口実に関係者にイ
ンタビューするが…。

夏休みルーム
はやみね かおる／著

ランペシカ
菅野 雪虫／著
弓の修行にいそしむラ
ンペシカは、イレシュ
たちと平和に暮らして
い た。し か し …。「チ
ポロ」「ヤイレスーホ」
に続くアイヌ神話ファ
ンタジー、完結。

児童書／ 913 ハ

しきみ／画

進学塾の特別クラスのぼ
くたちは、受験前の夏を
SNS の仮想空間「夏休み
ルーム」で過ごすことに。
だが、楽しいはずのルー
ムで、誰かがぼくを殺そ
うとしている。犯人は特
別クラスのメンバー？ そ
れとも…。

児童書／ 913 ス

児童書／ 913 ハ

映画ノベライズ
まち

都会のトム & ソーヤ
はやみね かおる／原作
徳尾 浩司／脚本

時海 結以／文

平凡な中学生・内人と、巨
大企業グループの後継者
で、学校始まって以来の秀
才・創也が、サバイバル力
と知力を武器に、世界的
ゲームクリエイターの謎に
挑戦する !

一般書／ F ア

一般書／ F カ

夜行秘密

invert 城塚翡翠倒叙集

カツセ マサヒコ／著

相沢 沙呼／著

それは、彼女と僕だけ
の秘密です。川谷絵音
率いるバンド「indigo
la End」の 同 名 ア ル バ
ムに収録されている楽
曲 14 曲をベースに書
き下ろした、激情の恋
愛譚。

綿密な犯罪計画により
実行された殺人事件。
事件は事故として処理
されるはずだったが、
犯人のもとに、死者の
声を聴く美女、城塚翡
翠が現れ…。
一般書／ F ニ

死物語

一般書／ F カ

ザ・ニュー・ゲート 19

上・下

彷徨う巨兵

西尾 維新／著

風波 しのぎ／著 晩杯 あきら／イラスト

故国を目指す忍野忍と
阿良々木暦。人間社会
が異常事態に陥った
中、怪異にのみ感染す
るウイルスが吸血鬼を
死に至らしめていて
…。大学生編。

破壊兵器 EX ゴーレムが
出奔したとの情報がもた
らされる。ゴーレムを追
い、大陸最北のグランモ
スト山脈に向かったシン
を、強大な力の神々が待
ち受けていて…。
一般書／ F ア

一般書／ BF

あなたの後ろにいるだれか

みとりねこ

眠れぬ夜の八つの物語

有川 ひろ／著

恩田 陸、阿部 智里ほか／著
ホラーアンソロジー。恩
田陸「球根」、阿部智里「穴
のはなし」、澤村伊智「涸
れ 井 戸 の 声」、あ さ の あ
つ こ「赤 剝 け 兎」、長 江
俊和「例の支店」など全
8 編を収録。

猫の浩太は、一家の長男・
浩美と生まれたときから
ずっと一緒。いつも醬油
にひたした肉球で、テー
ブルクロスにハンコをペ
タ ペ タ。そ の わ け は …。
旅猫リポート外伝など猫
をめぐる全 7 編。

読む・知る・学ぶ
農学部

児童書／ 366

一般書／ 376.8 サ

「好き」から未来を描く

中高生のための学部選びガイド
佐藤 成美／著

お仕事図鑑 300
16 歳の仕事塾／監修

農学部をめざす人のため
の学部案内。農学部で学
ぶことやキャンパスライ
フ、卒業後の進路などを、
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。

10 年後の自分を想像
してみよう！約 300 の
仕事を「好き」から探
せる図鑑。なりたい自
分・やりたい仕事の見
つけ方や、お金のこと
なども解説。
一般書／ 291.1

北海道・北東北の
縄文遺跡群を旅するガイド
昭文社／出版

国立競技場
Construction

一般書／ 526.7

共同通信社／著

オリンピック・パラ
リンピックに向けて
建設された国立競技
場。その着工から完
成までの 1137 日間
を捉えた記録写真
集。

ちょっとステキでカッコ
よい縄文遺跡群。北海道・
青森・岩手・秋田にある
17 の遺跡を、現地の学
芸員や地元応援団と一緒
に紹介します。

児童書／ 159 コ

一般書／ 034.9 オ

地球で暮らすきみたちに
知ってほしい 50 のこと
ラース・ヘンリク・オーゴード／著
枇谷 玲子／訳
星はいくつあるの？時間っ
て何？自然、動物のことか
ら、人 生 に つ い て ま で、
50 の疑問に答える。

自分のミライの見つけ方
いつか働くきみに伝えたい『やりたいこと探し』より大切なこと
児美川 孝一郎／著
働くことのイメージを豊
かにしよう！これまでの
常識が通用しない未来を
生きる世代に、まったく
新しいキャリアデザイン
のヒントを示します。

あ・ら・かると
男女共通で使える !

一般書／ 594.3

かぎ針で編む帽子・
マフラー・スヌード
アップルミンツ／出版
男女共通で使える、通
常サイズより少し大き
い帽子、マフラー、ス
ヌードを紹介します。

一般書／ 210.2 コ

かわいい古代
譽田 亜紀子／著
鼻高の美男子の顔が付
いた壺型土器、ムササ
ビ 形 の 埴 輪 …。「か わ
い さ」と「ユ ー モ ア」
に溢れる縄文時代・弥
生時代・古墳時代の遺
物 71 点を紹介。
一般書／ 645.7

一般書／ 726.1 ヤ

ぼくのお父さん

猫にいいこと大全

矢部 太郎／著

体、心、暮らし + コミュニケーション
１冊で猫の生活の質がぐんとアップ

ずっと家にいて、一緒
に遊び絵を描く、ぼく
のお父さん。ただの変
わり者？それとも、理
想のお父さん？「大家
さんと僕」の著者が実
の父を描く家族漫画。

茂木 千恵／監修
主婦の友社編

荒川 真希／監修

猫を遊びに誘うのは朝か夕
方がいい…。猫のすこやか
な心身のために、そして愛
される飼い主になるために
実践したいこと。
一般書／ 645.9 オ

一般書／ 290.9 シ

漂流者は何を食べていたか

動物たちの家

椎名 誠／著

奥山 淳志／著

残された食べ物はわず
か。飲み水もない。彼
らはどうやって死から
逃れられたのか。大の
漂流記マニアの著者が
生き延びるための知恵
と工夫を探る。

名前を呼ぶと目を覚ま
す、ともに暮らした小
さな生き物たちへの友
情と哀惜。動物を求め
る感情の源を見つめ、
息をしている生命のす
がたを綴った動物記。

おすすめ DVD
１ブース１人限定です。

青くて痛くて脆い
狩山 俊輔／監督 住野 よる／原作
吉沢 亮、杉咲 花 ほか／出演
大学生の楓と秋好。ひとりぼっち同士の 2 人は、秘密結社サー
クル “モアイ” を作るが…。「大切な仲間」と「居場所」を

奪われた青年が、噓と悪意にまみれながら復讐していく、青
春の青さと脆さを描いた青春サスペンス。

今日から俺は !! 劇場版
福田 雄一／脚本・監督 西森 博之／原作
賀来 賢人、伊藤 健太郎 ほか／出演
軟葉高校の三橋と伊藤のコンビが、かつて壮絶な戦いを繰り
広げた不良の巣窟・開久高校の校舎の一角を、極悪高校で名

の通った北根壊高校が間借りすることに。それは、「今日俺」
史上最大で最凶の波乱の幕開けだった。

糸
瀬々 敬久／監督

菅田 将暉、小松 菜奈ほか／出演

平成元年に生まれた漣と葵。すれ違い、遠く離れ、それぞれ

の人生を歩んできた 2 人が、奇跡の糸を手繰り寄せながら、
平成の終わりに再会を果たす。運命に引き離された男女が再
びめぐり逢うまでを描いた壮大な愛の物語。

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。
新十津川中学校
葛西先生の作品も
展示中！

ギャラリー展示
なかそらち図書館ネットワーク巡回展

渡辺弘美
みんなと
深田堅二絵画展 アップルドール展 MAYA MAXX 展
10/1（土）～ 10/10（日）

10/12（土）～ 10/24（日）

新十津川写真同好会

クリスマス絵本展

いちい写真展
11/12（金）～ 11/26（金）

10/27（水）～ 11/10（水）

12/1（火）～ 12/25（土）
今年も大きなクリスマス
ツリーがお出迎え！

絵本『おらんちゃん』の
原画を展示します。

特別行事
図書館コンサート

大人の図書館講座

フルート・チェロ・ピアノ ファミリーヒストリーの
トリオのひととき
調べ方 11/14（日）
10/31（日）
閉館後の図書館で、素敵な
クラシックの調べをお楽し
みください。

系図学研究家の岸本良信氏
を講師に迎えてファミリー
ヒストリーの調べ方を学び
ます。

くわしくは、ポスター・チラシをみてね！

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、利用者カードの提示をお願いします。忘れた人、持っ
ていない人は、入口で氏名・電話番号の記入をお願いします。
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 家族の方以外とのビデオや 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。

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。リクエストカードはカウンターにあります。

◎

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。
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。

農高生のみなさんへ
◎

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。リクエストカードはカウンターにあります。

◎

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。）

開館時間

火曜～土曜 10:00 ～ 18:00（日曜は 17:00 まで）

休館日

月曜・祝日・月末図書整理日（月の最後の平日）

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。

