
 

 

       第 28 号！！ 

2020.9 藤沢市図書館 

１０代の皆さん、こんにちは！ 

皆さんと図書館とを結ぶフリーペーパーのＹＡ通

信、第２８号をお届けします☆彡 

 第１特集は、「みんなのために働くお仕事」。コ

ロナウイルスの予防や治療でお世話になっている、

医療関係のお仕事や医療に関する本をご紹介┌ 

第２特集は原作を読もう！アニメや映画の原作

本の紹介だよ┏ 

新着の本や CD、DVD もあるので、ぜひ図書館に

遊びにきてくださいネ┘



『チア男子!!』 

朝井リョウ／著 

   集英社 

請求記号：S913.6 ｱ 

『怪物はささやく』 

 シヴォーン・ダウド／原案 
パトリック・ネス／著 

池田真紀子／訳 

ジム・ケイ／イラストレーション 

       あすなろ書房 

  請求記号：Y933.7 ﾈ 

『ワンダー』 

R. J.パラシオ／作 

中井はるの／訳 

      ほるぷ出版 

   請求記号：Y933.7 ﾊﾟ 

 

『ビブリア古書堂の事件手帖
～栞子さんと奇妙な客人た
ち～』 

 三上延／著 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

メディアワークス文庫 

請求記号：S913.6 ﾐ 

『鹿の王』上・下 

   上橋菜穂子／著 

    KADOKAWA 

 請求記号：Y913.6 ｳ 

 

 
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文豪デビューはこんな本から！！ 

原作を読もう 
あの映画・ドラマの 

『青春ブタ野郎はバニーガ

ール先輩の夢を見ない』 
鴨志田一／著 

  KADOKAWA 

   請求記号：Y913.6 ｶ 

 



藤沢市に住んでいる人はもちろんだけど、鎌倉市・ 

茅ヶ崎市・寒川町・綾瀬市・大和市・横浜市に住 

んでいる人、そして藤沢市内の学校に通っている人 

も、すぐに       が作れます！ 

カードを作ると・・・ 
 

★本・雑誌が１０冊 

★ＤＶＤ・ビデオが２点 

★ＣＤ・カセット・レコードが５点 
 

いずれも２週間借りられます！！ 
 

図書館のカードを作ったら、併せて GET して 

おきたいのが       ！ 

パスワードを持っていると、 

図書館のホームページから本の予約ができたり 

今借りている本の確認などができます┷ 

 

 

 

まずは、住所確認ができるもの（学生証や健康保険

証など）を持って図書館カウンターへＧＯ！ 

パスワード 

図書館カード 

 

次に予約の人がいなければ、１回だけ貸出期間や 

予約取り置き期間の延長もできるよ┐ 

図書館カード、もう持ってる？ 



としょかん使いこなし術 
   

 

 

 
実際にパスワードを登録してみよう！ 

 

ホームページ・館内の OPACの「パスワード登録」ボタンをクリック 

     

    

 

 

 

 

「登録する」ボタンをおして完了┐ 

 

パスワードは自分だけのひみつ。忘れないでね┰ 

もし忘れてしまった時は、もう一度↑の手順で登録するか 

図書館の受付カウンターへ┛ 

 

   パスワードを登録すると… 

    ・インターネットからいつでも本の予約ができる┏ 

    ・予約確保の連絡がメールで受け取れる┏ 

    ・お気に入りの本が記録できる┏ 

    ・新着図書のお知らせが受け取れる┏ 

   他にもいろいろなサービスが受けられるよ☆彡 
                     ↓ケータイはこちらから↓ 

   さっそく図書館 HPへアクセス （≧▽≦） 

 

詳しくは利用案内や 

HP をみてね。 

☆利用者 ID（９から始まる図書館カードの番号だよ） 

☆電話番号 

☆生年月日 

☆ご希望のパスワード          を入力 

＝その２5 パスワード＝ 
 



┐こんな本･CD･DVDが入りました┐ 

 

 

本 Y159.7 『10代から考える生き方選び』 

                    竹信三恵子／著 岩波書店 

本 Y290.1 『イラストで学ぶ地理と地球科学の図鑑』 

柴山元彦／日本語版監修 中川昭男／日本語版監修 東辻千枝子／訳 

                             創元社 

本 Y290.9 『旅が好きだ!－21人が見つけた新たな世界への扉－』 

                       角田光代／ほか著  河出書房新社 

本 Y375.1 『部活魂!この文化部がすごい』                   

                          読売中高生新聞編集室／著 筑摩書房 

本 Y498.3 『繊細すぎてしんどいあなたへ－HSP 相談室－』       

                    串崎真志／著 岩波書店 

本 Y783.6 『勝つ!卓球ダブルス上達 60のコツ』 新版  

           高山幸信／監修 メイツユニバーサルコンテンツ          

本 Y913.6 ｲ 『青春ノ帝国』           石川宏千花／著 あすなろ書房 

本 Y913.6 ﾐ 『赤毛証明』              光丘真理／作 くもん出版 

本 Y933.7 ﾎﾞ 『兄の名は、ジェシカ』  ジョン・ボイン／著 原田勝／訳 あすなろ書房 

本 YM ｺﾞ 『鬼滅の刃 21』           吾峠呼世晴／著 集英社 

ＣＤ 『いきものがかり；We do 』  いきものがかり  2J ｲｷ C044989 

ＣＤ 『Empathy』           Wacci       2J ﾜﾂ C044990 

ＣＤ 『ファイン・ライン』        ハリー・スタイルズ 2A ｽﾀ C107275 

ＣＤ 『LP1』               リアム・ペイン   2A ﾍｲ C107272 

ＣＤ 『機動戦士ガンダム 40th anniversary best anime mix』 

                                      3F1 ｷﾄ C074712 

ＣＤ 『モンスターハンター 15周年記念オーケストラコンサート 

狩猟音楽祭 2019』 

栗田博文/東京フィルハーモニー交響楽団  3Y ﾓﾝ C044993                        

DVD 『カメラを止めるな!』               A1 ｶﾒ B001797 

DVD 『ボヘミアン・ラプソディ』            A2 ﾎﾍ B300958 

これはほんの一部。図書館ＨＰ“ＹＡのページ”の新着資料案内も見てね┌ 



『ブラック・ジャックになりたい君へ』 

南淵明宏／著 

PHP研究所 

請求記号：498.1 

『ブラック・ジャック 1』 

手塚治虫／著 

講談社 

請求記号：Y M ﾃ 

『看護師という生き方』 

宮子あずさ／著 

筑摩書房 

請求記号：Y 498.1 

『泣くな研修医』 

中山祐次郎／著 

幻冬舎 

請求記号：S 913.6 ﾅ 

『医療のこと、もっと知ってほしい』 

山岡淳一郎／著 

岩波書店 

請求記号：Ｙ 498.0 

 

 

 

 

   

  

 

 

   

 

 

  

 

 

コロナウイルスと戦う医療関係のみなさんに感謝を込めて… 

 

みんなのために働くお仕事 
                             をご紹介します┛ 

 

カッコイイね！ 



 

☆総合市民図書館☆ 

 
住所：藤沢市湘南台 7-18-2 

℡：0466-43-1111 

休館日：毎月第 2・第4水曜日 

開館時間：9：00～17：00 

（火・金曜日は 9：00～19：00） 
 

 

☆辻堂市民図書館☆ 

 
住所：藤沢市辻堂 2-15-8 

℡：0466-35-0028 

休館日：毎週月曜日 

開館時間：9：00～17：00 

（火・金曜日は 9：00～19：00） 

☆南市民図書館☆ 

 

 

 

 

 

 

 

住所：藤沢市南藤沢 21-１ 

（ODAKYU湘南GATE6階） 

℡：0466-27-1044 

休館日：毎月第 2月曜日 

開館時間：10：00～20：00 

（土・日・祝日は 10：00～18：00） 

 

☆湘南大庭市民図書館☆ 

 
住所：藤沢市大庭 5406-4 

℡：0466-86-1666 

休館日：毎週月曜日 

開館時間：9：00～17：00 

（火・金曜日は 9：00～19：00)

 

発行：藤沢市図書館 2020.9 

https://www.lib.city.fujisawa.kanagawa.jp 

 


