7月 石川町立図書館だより
第68回 青少年読書感想文全国コンクール
今年も課題図書の展示がはじまりました。
課題図書は貸出が多くなるため、一人二冊まで・一週間の貸出とさせて
いただきます。ご理解、ご協力をお願いいたします。
《小学校低学年》
つくしちゃんとおねえちゃん いとうみく/作 丹地陽子/絵
福音館書店 K913/ｲ
ばあばにえがおをとどけてあげる コーリン  アーヴェリス/ぶん
イザベル  フォラス/え まつかわまゆみ/やく 評論社 E/ｱ
すうがくでせかいをみるの ミゲル  タンコ/作 福本友美子/訳
ほるぷ出版
K410/ﾀ
おすしやさんにいらっしゃい! おかだだいすけ/文 遠藤宏/写真
岩崎書店 K673/ｵ
《小学校中学年》
みんなのためいき図鑑 村上しいこ/作 中田いくみ/絵
童心社 K913/ﾑ
チョコレートタッチ パトリック  スキーン  キャトリング/作
佐藤淑子/訳 伊津野果地/絵 文研出版 K933/ｷ
111本の木 リナ  シン/文 マリアンヌ  フェラー/絵
こだまともこ/訳 光村教育図書 K933/ｼ
この世界からサイがいなくなってしまう 味田村太郎/文
学研プラス K489/ミ
《小学校高学年》
りんごの木を植えて 大谷美和子/作 白石ゆか/絵 ポプラ社 K913/ｵ
風の神送れよ 熊谷千世子/作 くまおり純/絵 小峰書店 K913/ｸ
ぼくの弱虫をなおすには K L ゴーイング/作 久保陽子/訳
早川世詩男/絵 徳間書店 K933/ゴ
捨てないパン屋の挑戦しあわせのレシピ 井出留美/著
あかね書房 K588/ｲ
《中学校》
セカイを科学せよ! 安田夏菜/著 内田早苗/装画・挿絵
講談社 K913/ﾔ
海を見た日 M G ヘネシー/作 杉田七重/訳 鈴木出版 K933/ﾍ
江戸のジャーナリスト葛飾北斎 千野境子/著 国土社 K721/ﾁ
《高等学校》
その扉をたたく音 瀬尾まいこ/著 集英社 F/ｾ
建築家になりたい君へ 隈研吾/著 河出書房新社 K520/ｸ
クジラの骨と僕らの未来 中村玄/著 理論社 K289/ﾅ

今月のお薦め本
『白銀騎士団 = Silver Knights』
田中芳樹/著 光文社 F/ﾀ

時は1905年のイギリス――闇に紛れて暗躍す
る怪物を退治するため、白銀騎士団団長の若き
英国貴族ジョセフ、従者の中国人李とインド人
ゴーシュ、メイドのアイルランド人アニーの四
人だけの小さな騎士団が立ち向かう。
ジョセフは美人に弱く貢ぎ体質の少し頼りな
い性格で、しっかり者の従者や強気なメイドに
『主人？』という扱いを受けていますが、ジョセ
フ自身がそういった扱いを気にせず彼らとテン
ポ良く会話を続けていくところが面白いです。
また、頼りないながらも団長として怪物に引導
を渡す強い一面が敬愛されている凸凹主従の活
躍が楽しめる一冊です。
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～ 新着図書のご案内 ～
下記は新着図書の一部です

いちばんやさしいワード&エクセル超入門
早田絵里  大石賢治 著 SBクリエイティブ 007/ｿ
大人への手順
伊集院静 著 文藝春秋 159/ｲ
図説世界の水中遺跡
木村淳  小野林太郎 編著 グラフィック社 202/ｷ
こどもスマホルール
竹内和雄 著 時事通信出版局 379/ﾀ
いきもの六法
中島慶二  益子知樹 監修 山と溪谷社 519/ｲ
あみんのラクする!おいしい節約おかず
あみん 著 ワン・パブリッシング 596/ｱ
りえさんの365日のお漬け物
大島りえ 著 主婦の友社 596/ｵ
くるまの娘
宇佐見りん 著 河出書房新社 F/ｳ
ハロー・グッドバイ
小路幸也 著 集英社 F/ｼ/17
うつくしが丘の不幸の家
町田そのこ 著 東京創元社 F/ﾏ
宗歩の角行
谷津矢車 著 光文社 F/ﾔ
寂聴残された日々
瀬戸内寂聴 著 朝日新聞出版 914/ｾ	
ひとりの双子
ブリット  ベネット 著 早川書房 933/べ
たまごのはなし
しおたにまみこ 作 ブロンズ新社 E/ｼ
胎内記憶図鑑
のぶみ さく 東京ニュース通信社 E/ﾉ
かみはこんなにくちゃくちゃだけど
ヨシタケシンスケ 著 白泉社 E/ﾖ
ぐんぐん頭のよい子に育つよみきかせかがくのお話25
山下美樹 作 西東社 K404/ﾔ
やっぱりざんねんないきもの事典
今泉忠明 監修 高橋書店 K480/ｲ
ゆるゆる危険生物図鑑
さのかける まんが 学研プラス K480/ﾕ
学校のおばけずかんハイ!
斉藤洋 作 講談社 K913/ｻ
銭天堂 17
廣嶋玲子 作 偕成社 K913/ﾋ/17

『キララっこ おはなし会』
図書館では幼児から小学校低学
年を対象におはなし会を開催して
います。
お申し込みの必要はありません
ので、どなたでもお気軽にご参加
ください。
なお、来館の際はマスクの着用
をお願いします。
日 時 7月23日(土)
11：00～11：30
場 所 図書館「よみきかせ室」
テーマ 「なつやすみ」

◎最新情報は「石川町立図書館ホームページ」
でもご覧いただけます。

■ 石川読み聞かせの会
「楽しいちっちゃな読み聞かせ」

図書館職員読み聞かせ
7月  ■「キララっこ
おはなし会」
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（丸数字は休館日です）

