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デジタルアーカイブを見てみよう！
今年は、あまり外に出かけられなかった人が多いのではないでしょうか。ここでは、外で遊べない時も、家で気軽に見て
楽しめるデジタルアーカイブのサイトをご紹介します。スマホなどを使って、インターネット上で閲覧することができます。
デジタルアーカイブとは……ざっくり言うと、古い文書や写真・博物館や美術館の所蔵品などをデジタル化したものです。

たとえばこんな使い方
🐇「今ふと“仮面の怪人“というフレーズを思いついたけれど、何かこれに関連する本が探したいな」

Webcat Plus

国立情報学研究所が提供する情報サービス。文章から検索できる
「連想検索」が特徴的。「連想語」は視野を広げるのにも役立ちます。

🐇「出版年や連想ワードで絞り込んでみたら、江戸川乱歩の『宇宙怪人』を見つけたぞ。
「鉄仮面」や「水底の怪人」という話が収録されているみたいだ。今すぐ読めるものはないかな」

青空文庫

主に著作権の切れた作品を、ボランティア活動により電子化し、公開され
ています。作家・作品・分野・フリーワードで絞り込みが可能です。

🐇「絞り込みで気になる作品がいくつか出てきた！世田谷区にもゆかりのある作家はいないかな」

世田谷文学館

世田谷区にゆかりのある文学等、収集している資料の一部が画像と
併せて解説つきで紹介されています。

世田谷区の文化財をはじめ、世田谷の歴史やまち歩きルートが紹介
されています。

🐇「徳冨蘆花にさっき見た江戸川乱歩、他にもゆかりのある作家がいるみたいだ。気になった
作家の作品を図書館で探してみよう！」

おすすめのデジタルアーカイブ４選
文化庁が運営する
文化遺産情報サ
ービス。時代をはじ
め、様々な絞り込
みができます。

国立科学博物館に
ある実際の展示を、
家にいながら自由に
見学することができ
ます。

画像が多め＆「眺めて楽しい！」と思えるサイトを集めました。

各年代の衣装が
全身画像で見ら
れます。回転して
360 度閲覧でき
るものもあります。

近世・近代を中心に
国内外の怪異・妖
怪・異界に関する画
像データや説明を
集めています。

・国 立 国 会 図 書 館 リ サ ー チ ・ ナ ビ…上に紹介したようなサイトがもっと見たい！という方におすすめです。調べものに役立つ
データベースがジャンルごとにたくさん紹介されています。
・国立国会図書館デジタルコレクション…図書館にも置いていない、古い書物や雑誌が閲覧できます。中央図書館に来て申し込
みをすると、館内の端末で図書館限定公開の資料も見られるようになります。
※世田谷区立図書館では、１１月より一部の電子書籍について貸出サービスを開始します。

スマートフォンで本を探す、予約する！
予約には、

世田谷区立図書館ホームページは、スマートフォンにも
対応しています。スマホから本を検索＆予約をするのは
とっても簡単！ぜひ利用してください！

と

が必要です。

「忘れちゃった！」「もっていない！」と
いう人は図書館の窓口で

を申請

しましょう。

スマートフォン版 蔵書検索（世田谷区立図書館 HP）

（申請には、住所・氏名を確認できるものが必要です）

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

を設定している人は、
を登録すると、予約した資料の

たとえば、

連絡方法に

を選択することができます。

「明智光秀」についての本を探すなら
かんたん蔵書検索・予約画面で、
キーワードを入力しよう！

内容を確認しよう
予約したい本なら、次に進もう

通常、多くの本が表示されます。
気になる本を選ぼう！

タップ！

タップ！

キーワードとは
本のタイトルや著者名
調べたい事項などです
にキーワードを入力して
検索開始をクリック！
タップすると
４ 予約情報を入力に
飛ぶことができます

予約完了！

５

①

最終確認

②
③
さいごに
タップ！

④

タップ！

①利用カードの番号

②パスワード

③本を受け取りたい図書館
④連絡方法

メールも選べます
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世

田谷区立図書館には、中高生のみなさん向けの図書を集めたコーナーがあります。
職業の本を中心に集めた図書館、物語に絞って集めた図書館など、
図書館毎に特色のあるコーナーとなっています。ぜひ遊びに来てください。

中高生向けのコーナーがある図書館
中央図書館

たとえば、こんなコーナーがあります

粕谷図書館 「１０代からの新書コーナー」

「仕事・職業・おすすめ本」

新

梅丘図書館 「ティーンズコーナー」
奥沢図書館 「中高生コーナー」
粕谷図書館

「10 代からの新書コーナー」

書は様々な情報や知識、人類の軌跡をコンパクトに
まとめた本のシリーズです。

粕谷図書館では中高生の

上北沢図書館「じっくり読みたい物語」

みなさんに特にお薦めする

烏山図書館 「ヤングアダルトコーナー」

新書を約１０００冊集め、

砧図書館

コーナーにしました。

「中高生向けヤングコーナー」

桜丘図書館 「青春ｂｏｏｋｓ ｉｎ 桜丘」

社会問題からスポーツまで

深沢図書館 「ヤングコーナー」

テーマは様々。お気に入りの

鎌田図書館 「ティーンズコーナー」

新書を見つけてみませんか！

１０代からの新書コーナー
１位

「空気」を読んでも従わない
－生き苦しさからラクになる－（岩波ジュニア新書）
鴻上尚史著

２位

３位

岩波書店

女子高育ち（ちくまプリマー新書）
辛酸なめ子著

４位

―弱さからの戦略―（ちくまプリマー新書）

弦巻中学校３年 女子図書委員さん

筑摩書房

砂糖の世界史（岩波ジュニア新書）
川北稔著

５位

筑摩書房

雑草はなぜそこに生えているのか
稲垣栄洋著

中澤篤史著
内田良著
岩波書店

２０１９年新書ベストリーダーＴＯＰ５

岩波書店

大人になるっておもしろい？（岩波ジュニア新書）
清水眞砂子著

岩波書店

天童荒太著
筑摩書房

架神恭介著
至道流星著
筑摩書房

船橋希望中学校 Ｓ.Ｋ.さん

※表紙は
文庫本版です

桜丘中学校 Ｋ.Ｍ.さん

みんなのベストリーダー

「物語」だけが本じゃない

ティーンのみんなに読まれたアノ本、コノ本︕︕

発表！ジャンル別「1 年でたくさん読まれた本」

本

を読む。こう聞いて、あなたは今、どんな本を思い浮かべまし

女の子が生きていくときに、
覚えていてほしいこと

たか？「小説」や「物語」という人も多いと思いますが、実は

図書館には、福祉や伝統、工業・家庭科、産業に交通、芸術など、様々な
西原理恵子 著

ジャンルの本がたくさんあるのです。
今回はその中から、過去 1 年間でティーンのみなさんによく読まれた本を、

（KADOKAWA）

ジャンルごとに上位 3 冊までご紹介します。（題名／著者／出版社の順で記載）

僕ら考えているんだ 《宗教や哲学など》
【第 1 位】14 歳からの哲学（池田晶子著／トランスビュー）
【第 2 位】「論理的に考える力」を伸ばす 50 の方法
（小野田博一著／PHP 研究所）
【第 3 位】14 歳の君へ（池田晶子著／毎日新聞社）

さいばら

漫画家・西原理恵子さんの著書
です。この本では西原さんと娘さ
んのエピソードなどを交えながら
「王子様を待たないで」「お寿司
も指輪も自分で買おう」というよ
うな、女の子が生きていく時の心
構えやアドバイスが書かれていま

社会と繋がるって…《社会や福祉、伝統など》

す。
全七章のうち、私が中高生のみ

【第 1 位】新 13 歳のハローワーク（村上龍著／幻冬舎）

なさんに特におすすめしたいのは

【第 1 位】学年ビリのギャルが 1 年で偏差値を 40

第二章「スタート地点に立つため

上げて慶應大学に現役合格した話

に、できること。」です。この章

（坪田信貴著／KADOKAWA）

では、西原さんの娘さんが中高生

【第 3 位】貴様いつまで女子でいるつもりだ問題
（ジェーン・スー著／幻冬舎）

理数ってサイコー！ 《数学、理科など》
【第 1 位】親子で学ぶ数学図鑑（キャロル・ヴォーダマン著／創元社）

のころ自分のやりたいことを見つ
けて葛藤しているエピソードや、
西原さんが絵を描く仕事をしたい
と思い美大に入るまでとその後の
エピソードが書かれています。
中高生のみなさんはまさに将来
やりたいことを見つけたり、探し

【第 2 位】やりなおしの算数（佐藤洋子著／オーエス出版）

たりしている時期なのではないか

【第 3 位】生物と無生物のあいだ（福岡伸一著／講談社）

と思います。この章のお話から得
られる教訓は女の子に限らずみな

言葉と友だちに《国語、外国語など》

さんの役に立つ、助けになるもの
だと思います。みなさんにとって

【第 1 位】本当に「英語を話したい」キミへ
（川島永嗣著／世界文化社）
【第 2 位】中高生からの論文入門
（小笠原喜康著

片岡則夫著／講談社）

【第 3 位】文字の歴史（アルベルティーン・ガウアー著／原書房）

大切な 1 冊になること間違いなし
です！
【あなたにおすすめの この一冊】
世田谷区子ども読書リーダー1 期生で、
現在大学 1 年生の中村小雪さんからの
紹介です。予約して読んでみませんか？

