
初心者さんも、常連さんも必読!! 

『みちくさ屋』の利用方法 
 
  

「GO!GO!みちくさ屋」は YA(ヤングアダルト＝10代)向けの情報ペーパーです。 

那珂川市図書館 

2022 年 11 月発行 

編集 イカ  

★つれづれ帳 

みんなの交換ノートのようなものです。 

 登録・相談カウンターに置いています。 

 使う時は、カウンターのスタッフまで♪ 

★ＭＴボード＆ペーパー 
ＭＴ＝「みんな・ともだち」の略 

 みんなの交流のボードです。 

 専用のペーパーがみちくさ屋にあります。 

書き終わったらポストに入れてね♪ 

 担当が後日貼り出します。 

★プレゼントの部屋 
 図書館で購入している雑誌のふろくを 

抽選でプレゼント！ 

 奇数月→プレゼント応募期間 

 偶数月→当選者発表・交換期間 

★ＧＯ！ＧＯ！みちくさ屋 
 みちくさ屋の通信です。 

 年 3 回（春・夏・冬休みの前）発行。 

みんなの原稿を随時募集中です。 

★テーマ展示 
毎月、テーマを決めて本を展示します。 

ステキな本に出会えるかも♪ 

★カラーイラスト 

形式自由！皆さんの力作お待ちしていま

す！カラーイラストはみちくさ屋に掲示

後、カウンターに保管している‘カラーイ

ラストブック’に保存しています。過去の

作品が見たい時は、カウンターに来てね♪ 

つれづれ帳・ペーパーともに誰でも利用 

できます。イラストやメッセージ等を 

自由に書いてください。 

ただし、友達の悪口やイタズラ書き、 

ノートを破ったりは絶対にしないで 

下さいね！ 

◎ 図書館内では 

マナーを守りましょう。 

「みちくさ屋」はＹＡ（ヤングアダルト＝10代）のための交流スペースです。 

 

〒811-1253  福岡県那珂川市仲 2-5-1     

TEL(092)954-3737     

FAX(092)954-3377 

https://library.mirika.or.jp（図書館 HP） 

 

表紙イラスト：P.N. のや さん

  
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 1 2 3
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 は図書館休館日
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※令和５年度は那珂川市図書館はミリカローデン那珂川リニューアル工事に伴い休館します。

工事の状況により、休館スケジュールが変更される場合があります。

詳しくは図書館のホームページをみてね！



次回の Go!Go!みちくさ屋は 7月頃発行予定です！ 

みなさんのいろんなオススメを教えてくださいね♪ 

  

≪あらすじ≫ 

ルナには秘められた超能力があった。しか

し、死んだ父の手によってその魔力は封印さ

れていた。妖怪にたちむかうためには、封印

を解かなければならない。そのカギは…? 

『新妖界ナビ・ルナ』（1～11） 

池田 美代子／作 講談社【N イケ】 

 

 

【前シリーズ】 

1『解かれた封印』 2『人魚のすむ町』 

3『黒い森の迷路』 4『火をふく魔物』 

5『光と影の戦い』 6『赤い花の精霊』 

7『青き龍の秘宝』 8『白銀に光る剣』 

9『なぞの黒い杖』 10『黄金に輝く月』 

11『妖界への帰還』 12『果て遠き旅路』 

 

【新妖界ナビ・ルナシリーズ】（1～11） 

〔P.N.くろさん〕 

『小説すずめの戸締まり』  

新海 誠／著 KADOKAWA 【F シン】 

あっという間に 11 月ですね。秋は過ごしやすくて、美味しい

ものが沢山なので、ついつい何かと食べ過ぎてしまいます。 

さて、ミリカローデン那珂川エントランスと文化ホールの改修

工事が終わり、キレイになりました。図書館も来年度、ミリカロ

ーデン那珂川リニューアル工事に伴い休館します。 

再来年度にはキレイな図書館になっていると思うので、ぜひ 

また遊びに来てくださいね。待ってます！ 
 

  （イカ） 

〔P.N.おけまるさん〕 

≪あらすじ≫ 

九州の静かな港町で叔母と暮らす 17 歳の

少女、鈴芽は、ある日、「扉を探してるん

だ」という美しい青年と出会い…。過去と

現在と未来を ぐ“戸締まり”の物語。 

＊ＢＯＯＫＳ＊ 
★今回投稿してくれた皆さん★ 

Thank you！ 

表紙イラストの“のや”さん 

 南房 秀久／作 学研 【N ナン】 

 

【第１シリーズ】 

1『トリシア、ただいま修業中!』 

2『トリシア、まだまだ修業中!』 

3『トリシア、先生になる!?』 

4『トリシア、指名手配中!?』 

5『トリシア先生、急患です!』 

6『トリシア先生とキケンな迷宮!』 

7『トリシア先生、大逆転!?』 

8『トリシア先生と闇の貴公子!』 

9『トリシア先生、最後の診察!?』 

10『トリシア先生と奇跡のトビラ!』 

 

【第２シリーズ】 

『トリシアは魔法のお医者さん!!』 

（1～10） 

 

【第３シリーズ】 

『魔法医トリシアの冒険カルテ』 

（1～6） 

〔P.N.われさん〕 

〔P.N.われさん〕 

◇予約・リクエストについて◇ 

探している本が見つからない（貸出中、所蔵無し）時は、1人

7 件まで“予約・リクエスト”をすることが出来ます。 
 

※コミックやＣＤ、ＤＶＤはリクエストできません。 

貸出中の時の予約はできます。 

 

◇那珂川市電子図書館について◇ 
インターネット環境のあるスマートフォンやタブレット、 

パソコンなどで、電子書籍を読むことができるサービスです。 

 

『南総里見八犬伝』  

越水 利江子／著 岩崎書店 

 【N スト】 

 

 ※『南総里見八犬伝』はいろんな 

出版社から、出版されています。 

図書館でも数種類所蔵があります♪ 

≪あらすじ≫ 

武士の魂と人の真の心につながれ、運命の

珠に結ばれた「八犬士」と呼ばれる勇士たち

は、次々と不思議な事件に遭遇し、戦って、

互いに出会っていく…。 

≪あらすじ≫ 

トリシアは、アムリオン王国の魔法学校

で魔法医をめざして修行中の少女。ドジ

で成績も悪く、迷惑をかけっぱなし。あ

る日、トリシアのクラスに王女様が転入

してきて…。 

『ＢＥＳＴ ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ 

“ｂｌａｎｃ”』 
Ａｉｍｅｒ／歌 ソニー・ミュージック

レーベルズ エスエムイーレコーズ 

【ポップ日 221 エメ】  

〔P.N.肉まんさん〕 

＊ＣＤ＊ 

ＡｉｍｅｒのＣＤは 

『ＢＥＳＴ  ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ 

“ｎｏｉｒ”』も所蔵があります。 

『トリシア先生、ただいま修行中!』 
 

那珂川市電子図書館は 

こちら！ 

詳しい使い方はトップページ右上の［ご利用ガイド］を見てね♪ 
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≪あらすじ≫ 

小さな頃から生き物が大好きで、様々な動物

を飼っていた著者。中学 2 年生の時、骨格 

見本に興味を持ち、死んでしまったペットの 

ハムスターの墓あばきを思いつき…。骨から

スタートしたクジラ博士の研究航海記。 

≪あらすじ≫ 

母とけんかをして家出した中学生の美音

は、叔母が営む画廊「風待ち」で、自分が、

絵の中の世界に入れるという特殊な能力を

持っていることを知る。そして、個性豊かな

絵に入り込むことで母の思いに気づき…。 

〔P.N.肉まんさん〕 

『クジラの骨と僕らの未来』  
中村 玄／著 理論社【489.6 ナカ】 

〔P.N.ごろごろさん〕 

『キャクストン私設図書館』  
ジョン・コナリー／著 東京創元社 

【933.7 コナ】 

≪あらすじ≫ 

ハムレットやホームズ、ドラキュラが図書

館に住んでいたら…? 実体化した物語の

登場人物たちが住む不思議な図書館を 

描く表題作ほか、全 4 編を収録した本に 

まつわる傑作短編集。 

『不思議屋「風待ち」』  
西村 友里／作 文研出版【N ニシ】 

≪あらすじ≫ 

ダメフリーター花垣武道は、ある日ニュースを見ていると、最凶最悪の悪党連合”東京 

卍會”に、中学時代に付き合っていた人生唯一の恋人が殺されたことを知る。壁の薄い 

ボロアパートに住み、レンタルショップでバイトしながら 6 歳年下の店長にこき使われる

日々。人生のピークは確実に彼女がいた中学時代だけだった……。そんなどん底人生 

まっただ中のある日、突如 12 年前へタイムリープ！！恋人を救うため、逃げ続けた自分

を変えるため、人生のリベンジを開始する！！ 

『東京卍リベンジャーズ』（1～23） 
和久井 健／漫画 講談社【所蔵無し】 

〔P.N.くろさん〕 

『XXXHOLiC』（1～19） 
CLAMP／漫画 講談社【所蔵無し】 

〔P.N.おけまるさん〕 

≪あらすじ≫ 

霊感体質の持ち主、四月
わ た

一日
ぬ き

君尋はある日、吸い寄せられるように一軒の家に…。 

そこは、市原侑子という名の妖しい女性が主人をつとめる店で、どんな願いも、 

見合った対価をはらえばかなえるという。 

＊ＣＯＭＩＣＳ＊ 

〔P.N.おつきみさん〕 
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まっただ中のある日、突如 12 年前へタイムリープ！！恋人を救うため、逃げ続けた自分

を変えるため、人生のリベンジを開始する！！ 

『東京卍リベンジャーズ』（1～23） 
和久井 健／漫画 講談社【所蔵無し】 

〔P.N.くろさん〕 

『XXXHOLiC』（1～19） 
CLAMP／漫画 講談社【所蔵無し】 

〔P.N.おけまるさん〕 

≪あらすじ≫ 

霊感体質の持ち主、四月
わ た

一日
ぬ き

君尋はある日、吸い寄せられるように一軒の家に…。 

そこは、市原侑子という名の妖しい女性が主人をつとめる店で、どんな願いも、 

見合った対価をはらえばかなえるという。 

＊ＣＯＭＩＣＳ＊ 

〔P.N.おつきみさん〕 

≪あらすじ≫ 

小さな頃から生き物が大好きで、様々な動物

を飼っていた著者。中学 2 年生の時、骨格 

見本に興味を持ち、死んでしまったペットの 

ハムスターの墓あばきを思いつき…。骨から

スタートしたクジラ博士の研究航海記。 

≪あらすじ≫ 

母とけんかをして家出した中学生の美音

は、叔母が営む画廊「風待ち」で、自分が、

絵の中の世界に入れるという特殊な能力を

持っていることを知る。そして、個性豊かな

絵に入り込むことで母の思いに気づき…。 

〔P.N.肉まんさん〕 

『クジラの骨と僕らの未来』  
中村 玄／著 理論社【489.6 ナカ】 

〔P.N.ごろごろさん〕 

『キャクストン私設図書館』  
ジョン・コナリー／著 東京創元社 

【933.7 コナ】 

≪あらすじ≫ 

ハムレットやホームズ、ドラキュラが図書

館に住んでいたら…? 実体化した物語の

登場人物たちが住む不思議な図書館を 

描く表題作ほか、全 4 編を収録した本に 

まつわる傑作短編集。 

『不思議屋「風待ち」』  
西村 友里／作 文研出版【N ニシ】 

≪あらすじ≫ 

ダメフリーター花垣武道は、ある日ニュースを見ていると、最凶最悪の悪党連合”東京 

卍會”に、中学時代に付き合っていた人生唯一の恋人が殺されたことを知る。壁の薄い 

ボロアパートに住み、レンタルショップでバイトしながら 6 歳年下の店長にこき使われる

日々。人生のピークは確実に彼女がいた中学時代だけだった……。そんなどん底人生 

まっただ中のある日、突如 12 年前へタイムリープ！！恋人を救うため、逃げ続けた自分

を変えるため、人生のリベンジを開始する！！ 

『東京卍リベンジャーズ』（1～23） 
和久井 健／漫画 講談社【所蔵無し】 

〔P.N.くろさん〕 

『XXXHOLiC』（1～19） 
CLAMP／漫画 講談社【所蔵無し】 

〔P.N.おけまるさん〕 

≪あらすじ≫ 

霊感体質の持ち主、四月
わ た

一日
ぬ き

君尋はある日、吸い寄せられるように一軒の家に…。 

そこは、市原侑子という名の妖しい女性が主人をつとめる店で、どんな願いも、 

見合った対価をはらえばかなえるという。 

＊ＣＯＭＩＣＳ＊ 

〔P.N.おつきみさん〕 



 南房 秀久／作 学研 【N ナン】 

 

【第１シリーズ】 

1『トリシア、ただいま修業中!』 

2『トリシア、まだまだ修業中!』 

3『トリシア、先生になる!?』 

4『トリシア、指名手配中!?』 

5『トリシア先生、急患です!』 

6『トリシア先生とキケンな迷宮!』 

7『トリシア先生、大逆転!?』 

8『トリシア先生と闇の貴公子!』 

9『トリシア先生、最後の診察!?』 

10『トリシア先生と奇跡のトビラ!』 

 

【第２シリーズ】 

『トリシアは魔法のお医者さん!!』 

（1～10） 

 

【第３シリーズ】 

『魔法医トリシアの冒険カルテ』 

（1～6） 

〔P.N.われさん〕 

〔P.N.われさん〕 

◇予約・リクエストについて◇ 

探している本が見つからない（貸出中、所蔵無し）時は、1人

7件まで“予約・リクエスト”をすることが出来ます。 
 

※コミックやＣＤ、ＤＶＤはリクエストできません。 

貸出中の時の予約はできます。 

 

◇那珂川市電子図書館について◇ 
インターネット環境のあるスマートフォンやタブレット、 

パソコンなどで、電子書籍を読むことができるサービスです。 

 

『南総里見八犬伝』  

越水 利江子／著 岩崎書店 

 【N スト】 

 

 ※『南総里見八犬伝』はいろんな 

出版社から、出版されています。 

図書館でも数種類所蔵があります♪ 

≪あらすじ≫ 

武士の魂と人の真の心につながれ、運命の

珠に結ばれた「八犬士」と呼ばれる勇士たち

は、次々と不思議な事件に遭遇し、戦って、

互いに出会っていく…。 

≪あらすじ≫ 

トリシアは、アムリオン王国の魔法学校

で魔法医をめざして修行中の少女。ドジ

で成績も悪く、迷惑をかけっぱなし。あ

る日、トリシアのクラスに王女様が転入

してきて…。 

『ＢＥＳＴ ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ 

“ｂｌａｎｃ”』 
Ａｉｍｅｒ／歌 ソニー・ミュージック

レーベルズ エスエムイーレコーズ 

【ポップ日 221 エメ】  

〔P.N.肉まんさん〕 

＊ＣＤ＊ 

ＡｉｍｅｒのＣＤは 

『ＢＥＳＴ  ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ 

“ｎｏｉｒ”』も所蔵があります。 

『トリシア先生、ただいま修行中!』 
 

那珂川市電子図書館は 

こちら！ 

詳しい使い方はトップページ右上の［ご利用ガイド］を見てね♪ 



次回の Go!Go!みちくさ屋は 7月頃発行予定です！ 

みなさんのいろんなオススメを教えてくださいね♪ 

  

≪あらすじ≫ 

ルナには秘められた超能力があった。しか

し、死んだ父の手によってその魔力は封印さ

れていた。妖怪にたちむかうためには、封印

を解かなければならない。そのカギは…? 

『新妖界ナビ・ルナ』（1～11） 

池田 美代子／作 講談社【N イケ】 

 

 

【前シリーズ】 

1『解かれた封印』 2『人魚のすむ町』 

3『黒い森の迷路』 4『火をふく魔物』 

5『光と影の戦い』 6『赤い花の精霊』 

7『青き龍の秘宝』 8『白銀に光る剣』 

9『なぞの黒い杖』 10『黄金に輝く月』 

11『妖界への帰還』 12『果て遠き旅路』 

 

【新妖界ナビ・ルナシリーズ】（1～11） 

〔P.N.くろさん〕 

『小説すずめの戸締まり』  

新海 誠／著 KADOKAWA 【F シン】 

あっという間に 11 月ですね。秋は過ごしやすくて、美味しい

ものが沢山なので、ついつい何かと食べ過ぎてしまいます。 

さて、ミリカローデン那珂川エントランスと文化ホールの改修

工事が終わり、キレイになりました。図書館も来年度、ミリカロ

ーデン那珂川リニューアル工事に伴い休館します。 

再来年度にはキレイな図書館になっていると思うので、ぜひ 

また遊びに来てくださいね。待ってます！ 
 

  （イカ） 

〔P.N.おけまるさん〕 

≪あらすじ≫ 

九州の静かな港町で叔母と暮らす 17 歳の

少女、鈴芽は、ある日、「扉を探してるん

だ」という美しい青年と出会い…。過去と

現在と未来を ぐ“戸締まり”の物語。 

＊ＢＯＯＫＳ＊ 
★今回投稿してくれた皆さん★ 

Thank you！ 

表紙イラストの“のや”さん 



初心者さんも、常連さんも必読!! 

『みちくさ屋』の利用方法 
 
  

「GO!GO!みちくさ屋」は YA(ヤングアダルト＝10代)向けの情報ペーパーです。 

那珂川市図書館 

2022年 11月発行 

編集 イカ  

★つれづれ帳 

みんなの交換ノートのようなものです。 

 登録・相談カウンターに置いています。 

 使う時は、カウンターのスタッフまで♪ 

★ＭＴボード＆ペーパー 
ＭＴ＝「みんな・ともだち」の略 

 みんなの交流のボードです。 

 専用のペーパーがみちくさ屋にあります。 

書き終わったらポストに入れてね♪ 

 担当が後日貼り出します。 

★プレゼントの部屋 
 図書館で購入している雑誌のふろくを 

抽選でプレゼント！ 

 奇数月→プレゼント応募期間 

 偶数月→当選者発表・交換期間 

★ＧＯ！ＧＯ！みちくさ屋 
 みちくさ屋の通信です。 

 年 3 回（春・夏・冬休みの前）発行。 

みんなの原稿を随時募集中です。 

★テーマ展示 
毎月、テーマを決めて本を展示します。 

ステキな本に出会えるかも♪ 

★カラーイラスト 

形式自由！皆さんの力作お待ちしていま

す！カラーイラストはみちくさ屋に掲示

後、カウンターに保管している‘カラーイ

ラストブック’に保存しています。過去の

作品が見たい時は、カウンターに来てね♪ 

つれづれ帳・ペーパーともに誰でも利用 

できます。イラストやメッセージ等を 

自由に書いてください。 

ただし、友達の悪口やイタズラ書き、 

ノートを破ったりは絶対にしないで 

下さいね！ 

◎ 図書館内では 

マナーを守りましょう。 

「みちくさ屋」はＹＡ（ヤングアダルト＝10代）のための交流スペースです。 

 

〒811-1253  福岡県那珂川市仲 2-5-1     

TEL(092)954-3737     

FAX(092)954-3377 

https://library.mirika.or.jp（図書館 HP） 

 

表紙イラスト：P.N. のや さん

  
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 1 2 3
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 は図書館休館日

令和4年11月 令和4年12月

※令和５年度は那珂川市図書館はミリカローデン那珂川リニューアル工事に伴い休館します。

工事の状況により、休館スケジュールが変更される場合があります。

詳しくは図書館のホームページをみてね！


