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図書館ホームページ

Teens ページのトップ画面 ↓

https://libweb.city.setagaya.tokyo.jp/
//

世田谷区立図書館ホームページが平成 30 年
1 月にリニューアル！絵本・アニメーション作

どんな本がある？

家の山村浩二さん作『おやおや、おやさい』
『く
だものだもの』
（いずれも石津ちひろ文／福音館

多くの中高生に読まれた本のランキング

書店）のキャラクターが案内してくれています。
スマホのホーム画面にアイコンを登録してお

クリストなどのページから読み

くとすぐに開けて楽チンです！

や新刊本、おすすめの本をまとめたブッ
たい本をクリックすると、そのまま
予約できます。

ブックリスト

「ＳＥＴＡＹＯＭＩ」
「悩み多ききみへ」、「友だ
Teens ページの目次

ちってなんだろう」など、
９つのテーマで図書館員が

ティーンズコーナーがある図書館

図書館活用術！？

図書館で本を選ぶ時、子どもの本は簡単すぎるけ

図書館の本の並び方のきまり（知っ

ど、オトナの本はちょっと難しい。そんな中高生

ていると、本が探しやすくなる

のためのコーナーがある図書館を紹介していま

よ！）や、調べ学習の手助けの内容。

す。職業についての本や、十代のうちにぜひ読ん

そのほか、世田谷区立図書館ホーム

でほしい名著・小説などを集めています。ここに

ページ以外（世田谷区内外）のサイ

載っていない図書館でも、ティーンズ向けの本を

トの中から、ティーンズ向けの記事

集めて設置しているところもあります。

のリンクが張られています！

選んだ 55 冊の本を紹介し
ています。
「部活物語」
いろいろな部活が
テーマになっている本
を、紹介しています♪
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奥沢中学校 学校図書館 レポート
5 回目となる学校図書館訪問、今回は
奥沢中学校の登場です。
図書館が教室棟と離れているので、生
徒さんの来館をうながすさまざまな工夫
がされていました。
また、ビブリオバトルや栄養士さんと
協力しての“給食コラボ”など楽しいイ
ベントもいっぱいです。

渡り廊下コーナーにある
返却ＢＯＸ＆ディスプレイ

『出張図書館』調べものを
する時に学年で使えるよう
に教室棟へ運びます。

“給食コラボ”とは？
自校方式のとてもおいしい給食だそうですが、さらに！本の中に出てくる料理を
再現するという、今じわじわと全国で広まっている企画をすでに実践されていました。
第１弾「ポニョのラーメン」（『ｼﾞﾌﾞﾘの森とﾎﾟﾆｮの海』角川書店）
第２弾「バムとケロのドーナッツ」（『ﾊﾞﾑとｹﾛのにちようび』島田ゆか作絵 文渓堂）
第３弾「ワンピースの骨肉」（『ｻﾝｼﾞの満腹ごはん』SANJI 著 集英社）
第４弾「ｶﾘｵｽﾄﾛの城の肉 団子ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ」（『ｽﾀｼﾞｵｼﾞﾌﾞﾘ絵ｺﾝﾃ全集第 2 期〔1〕』徳間書店）
第５弾「精霊の守り人シリーズ」（『ﾊﾞﾙｻの食卓』上橋菜穂子著 ﾁｰﾑ北海道著、新潮社）
７月は、夏目漱石の「我輩は猫である」から大人の味の苺ジャムが。
今後も続々、コラボをしていくそうです。

ポニョの
ラーメン

ミート ボ ー ル

骨付き肉、食べ
たことある？
ミート ボ ー ル

バルサの
力のみな
もと！

肉 団子ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ、
おいしそう！

オリパラ(オリンピック・パラリンピック)コーナー
図書館の中や渡り廊下などに、オリンピックに関係する展示やお知ら
せなどがディスプレイされています。また、ボッチャ（BOCCIA：パラ
リンピックの正式種目、少しカーリングに似ている）の選手が来て、お
はなしをしても
らったり、実際に
競技を教わったり
したそうです。

ＰＯＰの作成
図書委員が POP に挑戦しました。今
回は、夏休みにおすすめの本のＰＯＰを
作成しました。
他にも図書委員が“雨の日企画”とし
て昼休み 20 分で読める 20 冊の本を厳
選して提供しています。

完成した
ＰＯＰを
飾って、
素敵な本
棚になり
ました！
みんなでＰＯＰ作成している様子

こんしん

図書委員渾身のかべ新聞
図書委員作成の手書きのかべ新聞が飾られています。
左の１年生作成の“あなたに合うのは何タイプ？”は、
YES／NO で楽しみながら、自分のタイプに合った本に
たどり着けます。
３年生作成の本の紹介は映画の原作本をテーマにし
ています。どれも読んでみたくなりますね。
これからも図書委員の力でどんどん図書館を盛り上げて
ください。ご活躍を期待しています。
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図書館内に、映画・TV ドラマ原作本
コーナーがありました。

中高生に
２０１７年９月～２０１８年８月
中高生ベストリーダーＴＯＰ１５
順位

タイトル

著者

回数

１

羊と鋼の森

宮下

奈都

100

２

火花

又吉

直樹

68

３

こころ 改版

夏目

漱石

67

４

君の膵臓をたべたい

住野

よる

64

５

博士の愛した数式

小川

洋子

63

６

ラプラスの魔女

東野

圭吾

６

都会のトム＆ソーヤ１４上

はやみね

かおる

59

８

都会のトム＆ソーヤ１４下

はやみね

かおる

58

９

また、同じ夢を見ていた

住野

よる

住野

よる

59

57

１０

よるのばけもの

１０

コンビニ人間

１２

黒い雨 改版

井伏

鱒二

54

１３

掟上今日子の備忘録

西尾

維新

52

１４

植物図鑑

有川

浩

49

１５

図書館戦争

有川

浩

48

村田 沙耶香

みんな読んでる？！夏目漱石
「こころ」が３位にランクイン！
不朽の名作です。

56
56

世田谷区立図書館で中高生の人たちによく
借りられた本のランキングを作りました！
実は、２年前の第４号でも同じランキング
を載せました。
変わらず人気の作品や、新しくランクイン
した本を紹介します！
前回から不動の人気！
ま

ないとう ないと

平凡な少年の内藤内人と成
績優秀でイケメンでお金持
りゅうおう

そうや

ちの竜 王 創 也 は、あること
がきっかけで特別な友だち
になります。そして、都会
を舞台に、さまざまな事件
に巻き込まれながら繰り広
げられる冒険シリーズ！

今回新しくランクイン
した３冊を紹介！

住野よるさんの作品が、新たに３冊
ランクイン！「君の膵臓をたべたい」
には、学校図書館が登場します。

（新潮社）

ち

「都会のトム＆ソーヤ」、「図書館戦争」シリーズ

（双葉社）

（講談社）
）

１位の「羊と鋼の森」は、映画
化された影響でしょうか？出
版されたのは２０１５年９月
ですが、前回はランクインせ
ず、今回ランクインしました！

（文藝春秋）

平成３０年１１月１８日（日）成城ホールにて
第１部では、子ども読書リーダー（司書）による読み聞かせや本の紹
介、第２部では、作家の石田衣良さんをお招きして、お話を伺います。
みなさんは、石田衣良さんの本を読んだことはありますか？
中高生にはちょっと早いかなと思われる作品もありますが、「４ＴＥＥＮ」
（新潮社）など、純愛あり、友情ありと本当に様々な人間模様を作品に
されています。映画やドラマ化された作品もたくさんありますよ！
詳しくは、図書館ホームページや講演会のチラシをＣＨＥＣＫ！
講師：石田衣良さん
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司書実習に来ていた大学生のＭさんに、
後輩のみなさんへメッセージを頂きました！

そんな私がおすすめする図書は…
皆さんこんにちは。
私は今、京都の大学に通っています。帰省して
万城目学さん著『鴨川ホルモー』です。
いるこの夏の間に、司書課程の授業の一環で、５
私が京都で大学生活を送りたいと思うきっ
日間世田谷区立中央図書館で実習をしました。
かけになった本です。
司書課程を取ろうと思ったきっかけは大学時代に
京都大学の学生の主
なにか足跡の残せる資格の課程を学びたいと思っ
たからです。
人公が怪しげなサー
今回の実習では、図書館の貸出・返却だけでは
クルに勧誘され、
「ホ
なく地域に根ざした様々なサービスのことや、取
ルモー」という競技
り組んでいる事業、さらには利用者が求めている
情報を提供するために情報検索技術の修得も必須
を通して経験する青
であることを改めて実感し、図書館という施設の
春と恋愛を描いたフ
重要性を再確認しました。大変勉強になり、貴重
（産業編集センター） ァンタジーです。
な経験となりました。
小学生や中学生の頃は本をよく読んでいました
描かれる情景はリアルな京都の街そのも
が、高校生になると受験などのために離れてしま
ので、テンポがよくとても面白いです。私
っていました。しかし、大学生になった今は一般
は登場人物たちの京都での学生生活に憧れ
図書だけでなく、学術本などに触れる機会が増え、
図書館もよく利用してたくさんの本を読み学んで
大学は京都と決めました。
います。
私の場合は本でしたが、小さなきっかけ、興味でなにかが大きく変わることもあります。
そんな小さなきっかけを逃さぬよう、色んな事に目を向けて学生生活を過ごしてください。

「若草物語」ルイザ・メイ・オルコット作
海都洋子訳（岩波書店）

「精霊の守り人」上橋菜穂子作
二木真希子絵（偕成社）

編集後記
８月から９月にかけて、ボランティアや職場体験で多くの中学生・高校生が図書館の仕事を体験してくれま
した。「思ったより重労働だった。」「予約の本が希望の図書館で受け取れる仕組みがわかった。」などのみ
なさんの感想を聞いて、私も新鮮に図書館の仕事を見つめる機会となりました。

4

