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『作家たちの 17 歳』

4/16～6/15 に受け入れた本の中から
各館の担当が「これはイチオシ！」と
自信を持ってオススメする本をご紹介。

千葉 俊二 著
岩波書店／2022
ISBN 978-4-00-500951-0

『親のことが嫌いじゃないのに
「なんかイヤだな」と思ったときに読む本』

『嫌いな教科を好きになる方法、
教えてください！』

小

河出書房新社 編
新井 リオほか 著
河出書房新社／2022
ISBN 978-4-309-61739-8

岩

藤木 美奈子 著
ＷＡＶＥ出版／2022
ISBN 978-4-86621-415-3

『タイム・スリップ芥川賞
「文学って、なんのため?」と思う人のため
の日本文学入門』
松
江

菊池 良 著
ダイヤモンド社／2022
ISBN 978-4-478-10916-8

『英語シナリオで楽しむ美女と野獣
改訂版』
小
松
川

高橋 基治 解説
学研プラス／2022
ISBN 978-4-05-305523-1

『キミにもなれる！ 声優』
篠
崎

東京アニメ・声優＆ｅスポーツ専門学校 監修
つちや書店／2022
ISBN 978-4-8069-1768-7

『スネークダンス』

西

東
葛
西

東
部

小島 なお 千葉 聡 著
岩波書店／2022
ISBN 978-4-00-027244-5

『「オードリー・タン」の誕生
だれも取り残さない台湾の天才 IT 相』
石崎 洋司 著
講談社／2022
ISBN 978-4-06-527593-1

アマビエちゃん

葛

佐藤 まどか 作
小学館／2022
ISBN 978-4-09-289316-0

『短歌部、ただいま部員募集中！』

みんなの

西
葛
西

中
央

「ユーススタッフ」は、江戸川区立図書館 YA(中高生
世代)サービスの協力スタッフ(ボランティア)です。
広報紙『PATTER PATTER PAPER』や、中央図
書館のティーンに向けた本やイベントについて、自由な
発想・形で、参加してください。
募集対象：江戸川区在住か在学の、高校生、大学生、
専門学校生

中高生対象のイベントを
提案したり、広報紙の記事
を書いたりしました

この、多様性に富んだ世界を、
存分に味わうのだ、諸君！

マルタ・ブレーン 文
イェニー・ヨルダル 絵
合同出版
ISBN:978-4-7726-1395-8

これは女性のための権利を求めて闘ってき
た歴史が描かれたノルウェー発のコミック
作品。世界には150年も前から、自分らしく
生きるために声をあげ行動してきた女性た
ちがいたのです。今の自由や平等が、当た
り前ではなかった時代がありました。
昨今のSNSに広がる#MeTooなどにも
彼女たちの想いがつながってい
るのかもしれません。

白木 夏子 著
筑摩書房
ISBN:978-4-480-68409-7

キラキラ輝くジュエリーのビジネスを立ち
上げた著者。ファッションにも興味があっ
たけど、貧困や社会問題にも関心があり…。
これらを「エシカル・ビジネス」という形
で結び付けたのです！ 難しいことのようだ
けど、想いを形にしていくにはどうしたら
よいのかを教えてくれます。

小泉 武夫 著
筑摩書房
ISBN:978-4-480-25118-3

突然ですが、納豆は好きですか？
においがきついのに食べるとおい
しいものってありますよね。どう
やら世界には想像を超えたにおい
の食べ物が存在するらしいのです。
中には命の危険を感じながら食べ
るものも！ そんな思いまでしてな
ぜ人はくさいものを食べるのか？
くさい食べ物の奥深い世界を
のぞいてみませんか？

定政 敬子 文 モドロカ 絵
大和書房
ISBN:978-4-479-39330-6

１つのエピソードが見開き２ページで紹介さ
れています。さまざまな人の人生と言葉が
ギュッと詰まっていて、ちょっとした伝記を
読んでいる気分。あの著名人は私たちと同じ
ような悩みを、どう克服したのでしょうか。
優しくて、元気になれる言葉が盛りだくさん。
この本を、周りの人と話すきっかけにして
みるのもいいですね。

鈴木 絵美留 監修
技術評論社
ISBN:978-4-297-12281-2

図子 慧 著
KADOKAWA
ISBN:978-4-04-604245-3

タイプの異なる5人の中学生が、バーチ
ャルリアリティーツアーで2030年のハ
ローワークに行くことに。これからど
んな仕事が残るか、自分のなりたい職
業はどうなっているのかを具体的に体
験。あなたも「AI時代のお仕事診断」
で、おすすめの進路、仕事を探して
みませんか。

相澤 真一 ほか著
青弓社
ISBN:978-4-7872-7435-9

本気で音楽を仕事にしたいと思った
時にぜひ参考にしてもらいたい１冊。
演奏家を目指す時に習うべき先生、
受験、音大に入ってから、卒業後ど
のように仕事に結びつけていくのか。
音楽家19人へのインタビューを交え
ながら伝えてくれます。

人類は1万年以上前からくつ・はきも
のをはいて暮らしてきました。同じく
つと言っても、実用的なものや、本当
にこれをはくの？ というくらいユニー
クなものなど、地域や時代で驚くほど
違います。個性的なくつの写真が勢ぞ
ろいの、見て楽しいくつ・はきものの
世界をのぞいてみてください。
お気に入りの一足が見つかる
かもしれませんよ。

Jam マンガ・文 名越 康文 監修
サンクチュアリ出版
ISBN:978-4-8014-0053-5

SNS、人間関係、職場、そして自分自身の
こと。大人も子供も、人それぞれいろんな
悩みがありますよね。「モヤッとするけど、
誰に相談したらいいかわからない」そんな
悩みが、少しラクになる本。可愛い４コマ
漫画が入っているので、気軽に読むこと
ができます。

20代のある日、私はスペインからモロッコのタンジェへと向かうフェリーの中にいた。タンジェは、モロッコ
の海の玄関口となる港町だ。ヨーロッパ大陸からアフリカ大陸まで、ジブラルタル海峡を渡りわずか１時間ほど
の距離である。砂漠の真ん中にある無形文化遺産を見に行くのが目的の旅だった。
バックパック１つで旅をする。初めて訪れる国へ向かう時に、いつも私が持って行ったのが『地球の歩き方』
というガイドブックだった。現地の情報を一通り読み込み、宿や食べ物、危険情報などを頭に叩き込んでいった。
どんなときも大事にしていたのは、その国の言葉で挨拶ができるようになることだった。だから、タンジェへ向
かうフェリーの中でも、『地球の歩き方』の巻末会話集を見ながら必死で練習した。大きな声で挨拶さえできれ
ば、現地の人は喜んで迎えてくれる。そのおかげか、一人で行動していても困ったら大体助けてくれる人がいて、
危険な目には遭わなかった。そもそも、引っ込み思案だった私が旅をしたいと思うようになったのは、ある本と
の出会いがきっかけだった。その面白さに、小学生だった私は時間が経つのも忘れて没頭した。日本人の少年が
アフリカのジャングルで活躍する物語だった。その時心に芽生えた「いつかアフリカへ行く！」という想いが、
私の目を海外へ向けさせた。そして、その後の受験や就職活動を頑張りぬく支えとなり、遠くに見える灯のよう
に導いてくれたのだった。（え）

桑原 晃弥 著
PHP研究所
ISBN978-4-569-78369-7

世界トップクラスのお金持ちは、どんな
コトを考えているのでしょう？ 6歳から
ビジネスを始め、才能と努力とチャレン
ジ精神で大金持ちになったウォーレン・
バフェット氏。お金の話を通して、彼の
深い愛情に気づかされます。生きる
勇気と希望がもらえる本。

江戸川区立図書館ティーン向け広報紙
「PATTER PATTER PAPER」
夏休み特別号外

江戸川区立図書館

なつの
メニュー

江戸川区立図書館公式 Twitter、やってます！
本や CD を探したり、開館情報を確認したり―
江戸川区立図書館ホームページ
www.library.city.edogawa.tokyo.jp は、
いつでもあなたをお待ちしています。
そして「ねえねえ、今、注目して～」という
情報は、Twitter で発信しています。
「宿題、困ったなぁ」「何かないかなぁ」という時は、
ぜひ、のぞいてみてください。フォローすると、何かいい
ことがあると思いますよ。たぶん、きっと！

東葛西

東葛西図書館 03(5658)4008

小
岩

小松川図書館・東部図書館で作成した利用案内です。
全館共通の内容となっています。

小岩図書館 03(3672)0251

小松川図書館には、
１階と 3 階視聴覚
室内に、それぞれ
ティーンズコーナー
があります！

中学生・高校生の
皆さん向けに、お知
らせのチラシ等の設
置をしています。
ぜひ、お立ち寄り
くださいね♪

小松川図書館 03(3684)6381

小
松
川

東
部

◆「ノルウェー語講師・青木順子さんの

とーぶ de トーク」
語学講師・翻訳・通訳など、幅広くご活躍の青木さんに、留学
から仕事に就くまでの経緯、仕事の苦労ややりがい、そしてティ
ーンズのみなさんへのアドバイスやメッセージなどをお話しいた
だきます。質問コーナーでは、みなさんの知りたいことにもお答え
いただけます。ぜひお気軽にご参加ください！
日時：8 月 7 日（日）14：00～15：30（90 分）
対象：小学５年生～大人（小学生は保護者同伴）
定員：20 名（ティーンズ優先枠 10 名）
場所：東部図書館 2 階 視聴覚室
申込：7 月 15 日(金)11:00～電話・１階カウンターで

東部図書館 03(5666)1022

葛西

篠崎

葛西図書館 03(3687)6811

「夏の推し本❕❕」7 月 26 日(火)～8 月 21 日(日)
◆ティーンズ限定！読書サークル

◆特集展示

9/10、11/12、1/14、3/11(土)19:00～20:00

篠崎図書館 03(3670)9102

中央

松江

年 8 回の開催。中学生～大学生までの、本が好きな方
本・読書が好き！ 同じ趣味の友達同士で語らうサークルです。
テーマに沿ったおすすめ本を持ち寄って、自由に語り合ったり、
工作やボードゲームを行ったりします。★随時申し込み受付中★

松江図書館 03(3654)7251

西葛西

「勝ち逃げ」より「逃げ勝ち」の時代

◆

～読書が教えてくれるメンタル・ガード術～
生きづらさを感じる時代に知っておくべき「護心術」
を、ティーンズ向けライトノベル『江戸川西口あやか
しクリニック』の著者であり、小児科医の藤山素心
(ふじやまもとみ)氏に、お聞きします。
日時：9 月 4 日(日)14：00～15:30
対象：中学生以上 40 名
場所：西葛西図書館３階ギャラリー
申込：8 月 16 日(火)9：00～窓口、電話で

中央図書館 03(3656)6211

西葛西図書館 03(5658)0751

