
 

第 17号！！ 

2015.3 藤沢市図書館 

 

“Ｙｏｕｎｇ Ａｄｕｌｔ 通信”は、 

１０代のみなさんと、図書館とを結ぶ 

フリーペーパーです┐ 

これからもいろいろな情報をじゃんじゃん発信 

していきますので、ヨロシク┷ 



 

藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・寒川町・綾瀬市・ 

大和市に住んでいる人、藤沢市内の学校に 

通っている人は、すぐに         が 

作れます！ カードを作ると・・・ 
 

★本・雑誌が１０冊 

★ＣＤ・カセット・レコードが５点 

★ＤＶＤ・ビデオが２点 
 

いずれも２週間借りられます！！ 

さらに、すぐに手に取れない資料は予約を 

することも出来ます。 
 

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出来たり 

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（学生証や保険証 

など）を持って図書館カウンターへＧＯ！ 

図書館カード、もう持ってる？ 

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┐ 



 

 

 

＝その１４ ＨＰ編④＝ 
 

案内シリーズ第３弾♪ 

 

今回は      の中にある、「１０代のイチオシ！」

以外のタグについて教えちゃいます！ 

 

 

        は、毎回テーマを決めて、図書館員から 

１０代のみんなに旬な本をお届けするコーナーです！ 

 

では、毎年夏休みと冬休み前に図書館から 

発行している中学生向けのブックリストを見ることがで

きます。 

 

      では、調べものをする時に役立つ本を 

 テーマ別にまとめています。現在はＹＡ向けの雑誌と、

修学旅行に関する本をピックアップ中┐ 
 

 

 

 

としょかん使いこなし術 

読書や調べもので本を探したい時、 

オススメ本メニューをぜひ活用してみてね！ 



 

映画化された 

海外の小説 

 

 

 

 

 

映画化されると、とっても気になる原作本。
今回は翻訳小説を６冊紹介します♪ 

『戦火の馬』 

ﾏｲｹﾙ･ﾓｰﾊﾟｰｺﾞ／
著 
佐藤見果夢／訳 

評論社 

請求記号*933 ﾓ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

『ホビットの冒険』 

J.R.R.ﾄｰﾙｷﾝ／作 
瀬田貞二／訳 

岩波書店 
請求記号Y933.7ﾄ 

『シャーロック・ホウムズの冒険』 

ｱｰｻｰ･ｺﾅﾝ･ﾄﾞｲﾙ／作 
林克己／訳 

岩波書店 

請求記号*T933 ﾄﾞ 
 

『ユゴーの不思議な発明』 
ﾌﾞﾗｲｱﾝ･ｾﾙｽﾞﾆｯｸ／著 
金原瑞人／訳 
ｱｽﾍﾟｸﾄ 
請求記号 933.7 ｾ 

『トラベリング・パンツ』 
ｱﾝ･ﾌﾞﾗｯｼｪｱｰｽﾞ／作 
大嶌双恵／訳 
理論社 
請求記号 Y933.7 ﾌﾞ 

『不思議の国のアリス』 

ﾙｲｽ･ｷｬﾛﾙ／作 
脇明子／訳 

岩波書店 

請求記号＊933 ｷ 

 

 

「ホビット 思いがけない冒険」 2012年公開 
「ホビット 竜に奪われた王国」 2013年公開 
「ホビット 決戦のゆくえ」 2014年公開 

ﾋﾟｰﾀｰ･ｼﾞｬｸｿﾝ／監督 

「シャーロック・ホームズ」 
2009年公開 
ｶﾞｲ･ﾘｯﾁｰ／監督 

「戦火の馬」 
2011年公開 
ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ｽﾋﾟﾙﾊﾞｰｸﾞ／監督 

 

「アリス･イン･ワンダー
ランド」 
2010年公開 
ﾃｨﾑ･ﾊﾞｰﾄﾝ／監督 

「旅するジーンズと
16歳の夏」 
2005年公開 
ｹﾝ･ｸﾜﾋﾟｽ／監督 

「ヒューゴの不思議な
発明」 
2012年公開 
ﾏｰﾃｨﾝ･ｽｺｾｯｼ／監督 



 

 

 

 

２015年 2月 28日（土）総合市民図書館にて、画家･
絵本作家の松田奈那子さんをおむかえして、ワーク
ショップを行いました。 

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先生の著作『ちょうちょ』やエリ
ック･カール作『はらぺこあおむ
し』などコラージュを使った絵
本で、いろいろなやり方を教え
ていただきました。 
その後、先生に「ネコ」のコラー
ジュの制作過程をみせていた
だきました。 

先生自作の色画用紙、柄折り紙、
英字新聞などいろいろな素材から
選んで、制作スタート─ 
手を動かすとイメージもひろがり 
ます。 
素敵な作品が沢山できました┓ 

先生から「ティーンの皆さんの作
品に、私もいっぱい刺激を受け
ました。プレゼントのラッピング
やアルバム作りにコラージュを
使って、楽しんでください。」と
お話いただきました。 

  

  

図書館では、これからも１０代のみなさんへむけていろいろな
企画を考えていきますので、どうぞお楽しみに├ 



  

 

┐新着資料┐ 
 

 

 

本 Y 002.7 『学びの技 -１４歳からの探究・論文・プレゼンテーション-』 

後藤芳文／著 伊藤史織／著 登本洋子／著 玉川大学出版部 

本 Y 366.2 『ぼくらは働く、未来をつくる。-向井理×１２人のトップランナー-』      
向井理〔ほか述〕 ＡＥＲＡ編集部／著 朝日新聞出版 

本 Y 460 『高校生からのバイオ科学の最前線  

-ｉＰＳ細胞・再生医学・ゲノム科学・バイオテクノロジー・バイオビジネス・ｉＧＥＭ-』  

石浦章一／監修 片桐友二／編集 生化学若い研究者の／会著 日本評論社 

本 Y 595.4 『ほぼ１００均ネイル -おうちでかんたん！-』 

  しずく／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

本 Y 780.1 『よくわかるスポーツ貧血 -貧血は身近なスポーツ障害 今すぐ 

実践！新たなコンディション管理法-』    ベースボール・マガジン社 

本 Y 763.2 『ハモって歌えたらカッコイイ人気ソングあつめました。 

-コーラスパートつき-』       シンコーミュージック・エンタテイメント    

本 Y 836 『英語でＳＮＳトーク -そのまま使えるネイティブ表現８００-』  

  Ｎｉｃｈｏｌａｓ Ｗｏｏ／著 ベレ出版 

本 Y 913.6 ﾜ 『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 １０』 

  渡航／〔著〕 小学館 

本 YS 913.6 ｱ 『アオハライド ５』  咲坂伊緒／原作 阿部暁子／著 集英社 

本 Y M ｴ 『鬼灯の冷徹 １７』  江口夏実／著 講談社 

ＣＤ 『Ｃｏｍｅ ｈｅｒｅ』 ＫＡＴ－ＴＵＮ 2J ｶﾄ C073419 

ＣＤ 『Ｋｉｓ－ｍｙ－ｊｏｕｒｎｅｙ』 Ｋｉｓ－Ｍｙ－Ｆｔ２ 2J ｷｽ C106099 

ＣＤ 『ピカピカふぁんたじん』 きゃりーぱみゅぱみゅ 2J ｷﾔ C042677 

ＣＤ 『Ｇｏ ｗｅｓｔ よーいドン』 ジャニーズ Ｗｅｓｔ 2J ｼﾔ C073440 

ＤＶＤ 『真夏の方程式』  A1 ﾏﾅ B001314 

ＤＶＤ 『図書館戦争』  A1 ﾄｼ B500415 

ＤＶＤ 『ゼロ・グラビティ』  A2 ｾﾛ B500431 

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┌ 



 

☆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：藤沢市鵠沼東 8-2 

℡：0466-27-1044 

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） 
 

☆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 2015.3 

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


