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学校図書館レポートＮＯ．４

～梅丘中学校～

羽根木公園や梅丘図書館に近い、梅丘中学校
の学校図書館におじゃましました。
ユニークな活動をたくさんされているので、
そのいくつかを紹介します。
本がたくさん紹介されている
カウンターがとてもにぎやか

部活の前に立ち寄る生徒さん

ブックトークに挑戦
梅丘中学校恒例「読書会」の第９弾として、昨年度はブックトークを開催したそうです。
参加者は先生方と、図書委員さんを中心とする生徒のみなさん計２１名。ブックトークとは、
テーマを決めておすすめの本の紹介をすることを言います。今回のテーマは、「自分が本を
読むようになったきっかけとなる本」。発表後、発表者には他の参加者から「ひとこと感想
カード」がもらえます。自分がおすすめした本に対して感想がもらえる機会もあまりないの
で、うれしいですね！

図書館通信
手書きというところも素敵な「図書館通信」。ブックトークにつ
いて紹介している号では、紹介された本とそれぞれのおすすめポイ
ントが載っていて、どれもおもしろそうで読んでみたくなってしま
います。

読書の栞（しおり）
図書館で本を借りると「読書の栞」がもらえます。栞の色は、7 色あり
ます。栞の裏に 5 冊分の「本の題名」と「著者」の記入欄があり、一杯に
なると新しい色の栞がもらえます。栞の色が変わるのがとても楽しみにし
ている生徒さんもたくさんいるそうです。

伝言板
図書館の外の廊下の壁面に、伝言板があります。
リクエストＢＯＸに図書館に入れてほしい本を書いてリクエストする
と、伝言板で図書館の人がお返事をくれます。
また、図書館に新しく入った本の帯（オビ）を紹介する「オビよみコ
ーナー」や図書委員さんによる「図書便り」も掲示されていて、とても
充実しています。

図書委員さん手書きのＰＯＰ
図書委員さん手書きのＰＯＰが図書館内の壁面に飾られています。
次はどんな本を読もうかな？と迷った時に参考になりそうです。美術
部で活動している図書委員さんもいるそうで、イラストも魅力的なＰ
ＯＰです。
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「真夜中のディズニーで考えた働く幸せ」
８月２８日中央図書館にて開催

河出書房新社

ブックリスト「ＳＥＴＡＹＯＭＩ」で紹介している『真夜中のディズニーで考えた働く幸せ』の著者である鎌田洋さ
んに、中高生のみなさんに向けて講演をしていただきました。
まず、鎌田さんが参加者の中高生にディズニーに来園したことがあるか尋ねると、ほとんどの参加者の手があがりま
した。複数回行った事がある人もたくさんいました。リピート率が高いのもディズニーの特徴だそうです。
それから、鎌田さんがディズニーで働くまでのお話をしてくださいました。
新婚旅行でアメリカのディズニーランドに行きディズニーの世界に魅了された
鎌田さんは、日本にディズニーランドができると聞くと、なんとしてもディズニー
で働きたいと強く思ったそうです。ディズニーで働くため勤めていた会社を辞め、
６回入社試験を受けましたが、結果は全て不合格。しかし、７回目の試験でやっと
入社できたそうです。なんと、３年間に及ぶ挑戦でした。
ようやく入社したあとも、配属先が掃除部門だったことに最初は戸惑ったそうです。
それを乗り越えて仕事のよろこびややりがいを感じる事ができるようになるまでには、恩師との出会いや、いろいろ
な苦労・試行錯誤があったそうです。
アンケートからは、
「今まで悩んでいたことや苦しかったことが少し晴れた気がしました。また、将来のことを考えるのは嫌でしたがこの
講演を機に向き合っていきたいです。」「夢をあきらめずに努力する勇気をもらいました。」「何度も落ちてもあきら
めなかった姿はとても尊敬しました。」などなど、熱意のこもった感想をたくさんいただきました。将来に向き合う中
高生を勇気付ける講演となったようでした。

講師の鎌田洋さんの著作は世田谷区立図書館でも多く所蔵していますので、是非読んでみてください。

「第２回ＰＯＰ講座」

８月２６日（砧図書館）・２７日（中央図書館）に開催

ＰＯＰはそれを見た人に、その価値をアピールするツール
（道具）です。今回は紹介したい本を受講生に持参してもら
い、その本の魅力を伝えるＰＯＰを作成してもらいました。
短い時間で、全員がＰＯＰ作品を完成させることができ、
非常に内容の濃い充実した講座となりました。
今回、受講生の想いがつまった作品をすこし紹介します！

←「遥かなるニキラアイナ」
↑
「屋上のウインドノーツ」

額賀澪著（文藝春秋）
■楽器のイラストが大き
くて思わず目に入っちゃ
うね。吹奏楽部の人は気
になってしまうんじゃな
い？

池田美代子著

尾谷おさむ絵
（講談社）

■女の子と猫の絵がかわいい！
どんな結末が待ち構えて
いるんだろう…。
「姑獲鳥（うぶめ）の夏」京極夏彦著（講談社）↑
■よく見ると裏に薄く女の人の影が…？
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この本おすすめ！図書館で職場体験をした中学生・高校生に聞きました！
←（烏山中
Ｙ．Ｍさん）

P.3 のＰＯＰでも
紹介されていますね。
（都立戸山高校
Ｎ．Ａさん）→

私が選んだ本は
「ソードアート・オンライン１ アインクラッド」
著者：川原礫 イラスト：abec
発行：株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ
レーベル：電撃文庫

アスキー・メディアワークス

おすすめポイント！
・子どもから大人まで楽しめる
・主人公がかっこいい

＜あらすじ＞

クリアするまで脱出不可能、ゲームオーバーは本当の「死」を意味する。謎の次世代ＲＰＧ（ロールプレイングゲーム）「ソード
アートオンライン」（ＳＡＯ）の真実を知らずログインした約１万人のユーザーと共にその過酷なデスゲームは幕を開けた。ＳＡＯ
に参加した一人である主人公キリトはいち早くこのゲームの真実を受け入れ、パーティーを組まないソロプレイヤーとして頭角をあ
らわしていった。クリア条件である最上階層到達を目指し過酷な冒険を単独で続けるキリトだったが女流剣士アスナの強引な誘いに
よって彼女とコンビをくむことに。その出会いはキリトに運命とも呼べる契機をもたらし―。（烏山中 Ｗ．Ｒさん）

子ども読書リーダー活躍中！！ at 梅丘図書館
梅丘図書館の読書リーダーの活動は、おはなし会の読み聞かせや工作の見本作り、ＰＯＰ作成などです。
ポップを本の隣に置くと、昨年と比べ 3 倍以上の貸出がありました。

～梅丘図書館子ども読書リーダー（Ｔ．Ａさん）からのメッセージ～
読書リーダーは毎月１回、水曜日の学校が終わったあとに活動しています。
活動のひとつが本の紹介です。自分が好きな本やおもしろいと思った本を選び、
その本の良さが伝わるように工夫してＰＯＰを作りました。
ＰＯＰを図書館の中に本と一緒に展示してみると、たくさんの人が
借りてくれてやりがいを感じました。
これからも多くの人が、本を好きになってくれるように紹介していきたいです。
ＰＯＰ展示の様子

編集後記
芸術の秋ですね。美術館や博物館に行く機会がある人もいるのでは？行く前や行った後に図書館で関係のある本を調べると、よ
り楽しめると思います。図書館には、画集や写真集もたくさんあります。芸術の秋、ぜひ図書館にも足を運んでくださいね。
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