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あの日見た花の名前を
僕達はまだ知らない。上・下
岡田 麿里／著

高校に入ってから引きこもりがちの宿海仁太
はある夏の日、死んだはずの幼なじみの “め
んま” が見えるようになります。しかし、昔
は仲よしだった幼なじみたち、「超平和バス
ターズ」を名乗り、いつも一緒だった６人は“め
んま” が死んだことで、ばらばらになってい
ました。「お願いを叶えてほしい」と “めんま”
が告げたことから６人は再び集まり、“めんま”
が現れたことの意味、そして願いを見つける
ため、一人一人、過去に向き合います。

Book Way

新中文化常任委員のおすすめ本

新中文化常任委員３年生代表
　　　　　　　３年 B組　野呂 琉馬さん

残念ながら、町図書館

にはない本でしたが、他の図書館から借りること

もできますので、読んでみたい方は、町図書館に

リクエストしてください。お待ちしてます。

今回、紹介文を
書いてくれたのは

暖かくなり、 本を読みたくなる、
季節になりましたね。

今年の 「BOOK WAY」 の表紙は、
新十津川中学校 文化常任委員に
おすすめ本を紹介してもらうことになりました。
　これから、 どんな本が紹介されるか、
　　　　　　　　お楽しみに！

お知らせ ４月 19日（火）に、新十津川町図書館の本を新十津川中学校図書室へ
350冊、配本しました。どんな本があるか、見に行ってみてね。



タブレット・チルドレン

１人１台タブレットの時
代。あたえられた課題は
なんと子育て！生徒２人
がペアになり、タブレッ
トの中で人工知能の子ど
もを育てるという。心夏
と温斗のペアがさずかっ
たのは、超毒舌小学生マ
ミだった…。

児童書／ 913 ヤ 児童書／ 913 ク

児童書／ 913 ヒ児童書／ 913 サ

児童書／ 913 ム

あの子のことは、なにも知らない
栗沢 まり／作　中田 いくみ／絵

中学卒業まで２週間なのに
祝賀会で使う写真を持って
こない和也。それを許せな
いクラスの委員長の美咲
は、和也が食事もろくに食
べられない貧困家庭なのを
知らなくて…。

山下 白／原案　舟崎 泉美／著
ユーイング肉腫で右足を
切断した陸上部の颯斗
は、ないはずの右足の痛
み（幻肢痛）に悩まされ
る。そんな彼を救ったの
は、陸上用義足だった。
颯斗が再び全力で走る日
は来るのか？

村上 しいこ／作　かわい ちひろ／絵・漫画

5 分間ノンストップショートストーリー

図書室の奥はあやしい相談室
櫻井 とりお／著
密室で割れた写真立て、
本が崩れ落ちた本棚…あ
やしいのはいったい誰？ 
ラストには思いもよらな
い「まさか」が！ 1 話 5
分で読める 12 のショー
トストーリー。

火狩りの王 外伝 野ノ日々
日向 理恵子／作　山田 章博／絵

混沌のなかで祈り、立ち
向かい、打ちひしがれな
がら、野に生きる者たち。
６つの短編と、最終戦争
末期を舞台とした「旧世
界」を収録したシリーズ
外伝。

児童書／ 913 ク 

マイブラザー
草野 たき／著

14 歳だって、５歳児みた
いに大声で泣いて、ひっ
くり返って、足をばたつ
かせて、誰かを思いっき
り困らせてみたい…。イ
クメン中学生の、悩める
日々を描いた成長小説！

おすすめ新刊案内

日本と外国の小説・文学

ギソク陸上部



一般書／ Fセ一般書／ Fコ

一般書／Ｆツ

レジェンド アニメ！
辻村 深月／著

夢と希望。情熱とプラ
イド。愛と敬意。「ハケ
ンアニメ！」に隠され
た、心震えるさらなる
物語。2022 年５月公開
映画のスピンオフ作品
集。

児童書／ 913 ハ

都会のトム &ソーヤ 19
19BOX～日常～
はやみね かおる／著
にし けいこ／画
砦へと続く道に、ある
日大量の部品が置かれ
ていた。組み立ててみ
ると、ジュークボック
スで、100 円を入れる
度に物語が語られ…。

一般書／ BF ム一般書／ F ナ

図書室のはこぶね

10 年前に貸し出された
ままだったケストナー
の「飛ぶ教室」が、野
亜高図書室に戻ってき
た。体育祭を控え校内
が沸き立つなか、1 冊
の本に秘められたドラ
マが動き出す。

名取 佐和子／著
△が降る街
村崎 羯諦／著

昔から三人一緒だった
のに、俊介と麻里奈が
付き合うことになって
…。表題作をはじめ、
「思い出放送」「AI ユリ
ア」など、すき間読書
を彩る短編。

余命 10 年
小坂 流加／著

20 歳の茉莉は不治の
病にたおれ、余命 10
年であることを知る。
未来に対する諦めか
ら、淡々とした日々を
過ごしていく茉莉は、
恋はしないと心に決め
ていたが…。

夏の体温
瀬尾 まいこ／著

夏休み、小学 3 年生の
瑛介は血小板数値の経
過観察で入院している。
退屈な日々を送る病院
で、低身長の検査入院
らしい同学年の壮太に
出会い…。

読みたい本が貸出中の
ときは予約しよう



おすすめ新刊案内

読む・知る・学ぶ

一般書／ 210.0 ホ児童書／ 367 タ

児童書／ 519 ス一般書／ 289.1 ヤ
挑戦
常識のブレーキをはずせ

山中 伸弥／著　藤井 聡太／著

まだ誰も見たことのない
景色を見るために。年齢
も活躍する分野も異なる
ノーベル賞受賞研究者と
若き天才棋士が、勝負の
あり方から、人工知能の
未来、人間の可能性まで
を語り合う。

はじめての脱炭素
見て、知る、サステナブル

すなだ ゆか／作・絵

地球温暖化対策に必須
の「脱炭素」。二酸化
炭素排出量をできるか
ぎりおさえた「脱炭素
社会」の実現に向けて、
何が必要なのか？

児童書／ 369 ロ児童書／ 159 ア

生きのびるための
「失敗」入門
雨宮 処凛／著

作家、ロボット研究者、
探検家、臨床心理士、オ
タク女子、元野宿のおじ
さんたちなどに聞いた、
「失敗」や「弱さ」と生き
ていくためのヒント。

支える、支えられる、支え合う
サヘル・ローズ／編著
学校でいじめを受けた
経験を持ち、現在は難
民キャンプの子どもた
ちへの支援を行ってい
るサヘル・ローズが自
らの体験をたどりなが
ら、他者を思いやり、
寄り添うことの大切さ
を伝える。

なぜ親はうるさいのか
子と親は分かりあえる？

田房 永子／著

親が過干渉になる仕組
みを、子ども・大人・
母親の立場から徹底究
明。親との関係で悩み
を抱えている中高生に
心得ておいてほしいこ
とを漫画で描く。

歴史をなぜ学ぶのか
本郷 和人／著
歴史を読み解く目、歴
史を考える頭、歴史を
語る言葉。歴史を学ぶ
上で重要な理論や視点
を、日本史における６
つのターニングポイン
トをたどりながら身に
つけられる本。



一般書／ 750.2 ヤ

一般書／ B297.9 ワ

南極ではたらく  
かあちゃん、調理隊員になる
渡貫 淳子／著
平凡な主婦の料理と生
き方を変えた１年４カ
月の南極暮らし。一念
発起して南極地域観測
隊の調理隊員になった
著者が、昭和基地での
生活について綴る。

おすすめ新刊案内

あ・ら・かると

一般書／ 786.8 ハ

児童書／ 779 ワ

涌井 学／著
奈良県十津川村生まれ
の大樹は、独学でマ
ジックを習得。高校生
の時にマジック世界
ジュニア大会で、グラ
ンプリを獲得。天才マ
ジシャンの夢の軌跡。

一般書／ 596

オレンジページ／出版

和洋中の定番料理から
世界の料理、スイーツ
まで。浅田真央が先生
に教えてもらいながら
作ったレシピを収録。
作り方のコツも紹介。

一般書／ B726.1 イ

朝日コミック文庫

百鬼夜行抄 19
今 市子／著
妖魔と通じ合う力を
持っているために、魑
魅魍魎に狙われながら
成長した飯島律。平穏
なはずの日常は、次々
と奇妙な事件に巻き込
まれていく…。

もっと知りたいアイヌの美術
山崎 幸治／著
アイヌ文様の装飾が美
しい衣服、小刀、蝦夷
細工、木彫り熊、カム
イへの祈りの道具…。
内部に豊かな多様性が
存在するアイヌ民族の
歴史や、アイヌ民族に
よって制作・使用され
た品々を紹介。

コツが身につくスケートボード
基本技と 30 のトリックを写真付きでわかりやすく解説 !

早川 大輔／著　赤熊 寛敬／著

スケートボードの基本
からオーリーやレッジ
トリック、ランプまで
を、QR コードで視聴
できる動画サイトと連
動して、連続写真でわ
かりやすく紹介！

浅田真央 私のおうちごはん マジックに出会ってぼくは生まれた
野生のマジシャン HARA 物語

おす
すめ



おすすめ DVD

ノマドランド
クロエ・ジャオ／監督・脚本・編集・製作
フランシス・マクドーマンド、デヴィッド・ストラザーンほか／出演

企業の倒産とともに住処を失ったファーン。彼女の選択は、1 台
の車に亡き夫との思い出を詰め込んで、車上生活者、「現代のノ
マド（遊牧民）」として、過酷な季節労働の現場を渡り歩くこと
だった。現代を生きるロードムービー。

ONE PIECE
エピソード オブ 東の海　ルフィと４人の仲間の大冒険

大塚 隆史／監督　尾田 栄一郎／原作　田中 真弓、岡村 明美ほか／声

少年時代にシャンクスと交わした約束を胸に、大海原へ飛び出
したルフィ。海賊王を目指すルフィは数々の冒険や強敵との戦
いを経て、ゾロ・ナミ・ウソップ・サンジという、かけがえの
ない 4人の仲間を得ていく。麦わらの一味の原点がここに！

騙し絵の牙
吉田 大八／監督　塩田 武士／原作
大泉 洋、松岡 茉優ほか／出演

大手出版社「薫風社」に激震走る！社長の急逝、次期社長を巡
る権力争い。専務が進める大改革で、お荷物雑誌の編集長・速
水は廃刊のピンチに立たされる。だが、この一見頼りない男は、
とんでもない “牙” を秘めていた。

１ブース１人限定です。

イーストブルー

新着



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新型コロナウイルス感染拡大防止のために

○ マスクの着用と手指の消毒、密を避け、会話はお控えください。

○ 入館時に、利用者カードをカウンターでご提示ください。利用者
　 カードを持っていない（忘れた）方は、入口に置いてある「来館
　 者記入用紙」に記入し、投函箱に入れてから入館してください。

○ 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。

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。

門間重道木彫展

小寺卓矢写真展

写真絵本 いろいろはっぱ
＆さくららら

６月１４日（火）～

　　　　　１７日（金）

図書館の蔵書を点検するため、

は、休館します。

図書館コンサート
６/26（日）17：30 ～

特別行事この期間中の返却は
ブックポストへ
お願いします。

蔵書点検の
お知らせ

浦臼町出身のソロシンガー

asahi（アサヒ）さんが、

閉館後の図書館で歌ってくれます！

5/7（土）～ 5/20（金）

6/23（木）～ 7/14（木）

5/22（日）～ 6/12（日）

写真絵本『いろいろはっぱ』

と『さくららら』の写真を

展示します。

すまいるあっぷ

カルタ展



休館日 月曜・祝日・月末図書整理日（月の最後の平日）
蔵書点検期間　6/14（火）～ 6/17（金）

開館時間 火曜～土曜　10:00 ～ 18:00
日曜　　　　10:00 ～ 17:00

新十津川町図書館
新十津川町字中央 535-1
TEL.0125-76-3746　FAX.0125-76-4641
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。
貸出中の時は、リクエストカードに記入して、予約しよう！

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。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、学校司書
　　や図書担当の先生、または図書館へ直接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。

◎　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。）

農高生のみなさんへ農高生のみなさんへ


