
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ「なんで、世の中に２月１４日なんてあるんだよぉ～」 

そうなんです♪今回の話は、バレンタインデーの出来事。 

ＳはＴからのチョコレートがもらえるものと確信していたの

に、期待が大きかったせいか(；；)もらえなかったショック

で落ち込んでいるのです。一方、Ｔはというと・・・ 

Ｔ「なんで、バレンタインにチョコなのよぉ～」 

Ｔは図書館で借りてきた雑誌の星占いを見たり、チョコレー

トのレシピ本を片手に悪戦苦闘中！プレーントリュフに挑戦

しているのだった。えっ、でもバレンタインデーは過ぎてし

まったのに、今頃作ってどうするんだろう？ 

Ｔ「今度は上手くできるかな？アイツに作ったのが失敗し

ちゃったからな。まぁまぁ、味はイケてるけど」 

そんなこんなで、2月末のある日。図書館の前で待ち合わせ

をした二人は、なんとなくバツが悪そう。 

Ｔ「あのぉー、チョコもらってくれる？遅くなったけど、手

づくりなんだ。今度のチョコはアイツも旨い、って言ってた

から…味はダイジョーブ！」 

Ｓ「あ、ありがと・・・だけど、誰？アイツって？」 

Ｔ「“兄き”のことだけど。アイツの試作は大失敗しちゃっ

てさ。今日のは、自信作だからね♪」 

Ｓ「そっかぁ～（ﾎｯ）う、うまい！！」 

な～んだ、心配することなかったね。今年のチョコは格別甘

いはず（＾＾）さて、今年の二人はどうなるかな？ 

 ひきふね図書館にはティーンズ向けの雑誌があります。 

  ♪新刊はティーンズルームでゆっくり読めるよ♪ 

http://www.library.sumida.tokyo.jp/teensindex  

 

  

  利用対象年齢１３歳～２２歳  ２０１３．４～２０１４．２（現在） 

貸出回数 タイトル 著者 出版社 順位 

３４ 鬼物語 西尾維新著 講談社 １ 

３０ 恋物語 西尾維新著 講談社 ２ 

２８ 謎解きはディナーのあとで１ 東川篤哉著 小学館 ３ 

２５ 花物語 西尾維新著 講談社 ４ 

２４ 囮物語 西尾維新著 講談社 ５ 

２４ 傾（カブキ）物語 西尾維新著 講談社 ５ 

２１ 植物図鑑 有川浩著 角川書店 ６ 

２１ 傷物語 西尾維新著 講談社 ６ 

２１ 偽物語 下 西尾維新著 講談社 ６ 

２１ 化物語 上 西尾維新著 講談社 ６ 

２０ 下町ロケット 池井戸潤著 小学館 ７ 

２０ 猫物語白 西尾維新著 講談社 ７ 

     

タイトル 出版社 

アニメージュ 徳間書店 

HR (エイチアール) グラフィティマガジンズ 

活字倶楽部 Katsukura 新紀元社 

SOCCER ai (サッカー アイ) マガジン・マガジン 

JUNON (ジュノン) 主婦と生活社 

Seventeen (セブンティーン) 集英社 

食べようび (タベヨウビ) オレンジページ 

CHOkiCHOki (チョキチョキ) 内外出版社 

CHOki CHOki girls (チョキチョキ ガールズ) 内外出版社 

nicola (ニコラ) 新潮社 

Newtype (ニュー タイプ) KADOKAWA 

PATi▷PATi (パチパチ) エムオン・エンタテインメント 

Fine (ファイン) 日之出出版 

FINEBOYS (ファイン ボーイズ) 日之出出版 

＋ａｃｔ （プラスアクト） ワニブックス 

プロ野球ａｉ 日刊スポーツ出版社 

留学ジャーナル 留学ジャーナル 

週刊ＳＴ（英字新聞） ジャパンタイムス 

 ひきふね図書館ティーンズルーム雑誌タイトル 

 ティーンズ・ベストリーダー発表！ 

ひきふね図書館でイベント開催 

謎を解いて本を探し出せ！！ 
 

3月1５日(土) 午後2時～4時 

参加希望の人は、当日直接ひきふね

図書館２階のプロジェクトコーナー

にきてください。 
 

 謎解きはランチのあとで 

～おもてなし課からの挑戦状～ 

おもてなし課…区内在住の中学生が企画立案し 

       イベントを開催。図書館で活躍中！ 

 

★３年生！ 

 応援してるよ!! 

★カゼに気をつけてね 

★春、図書館で 

 待ってるからね♪ 

    TS担当より 
詳し く はテ ィー ン ズの ホ ーム

ページをチェックしてね。 
緑図書館ティーンズコーナー 

T「区内の都立・私立高等学校の    
学校案内があるね」 

S「おもてなし課の勉強ノートだ！
勉強のコツがファイルになってる
よ！」 

T「ねぇ、雑誌の楽しみってなんだ
と思う？」 

S「知る・役立つ・笑える(笑)」 

TS「That's Entertainment！」 



 

 

   

                                   

    

          

                    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                            

   

 

 リズムやビート、メロディを感じる、音楽の本をリストアップしました 

ミュージック・アーティストの世界を覗いてみよう！きみも、入門書
片手にバンドデビューしてみたくなるかも・・・♪ 

 

 

 紙コップのオリオン 

 市川朔久子/著  講談社 ２０１３ 

 ひょんなことで開校20周年記念行事の実行委員にさせ

られた論理ですが、徐々に「キャンドルナイト」に向け

メンバーと団結していきます。趣味の撮影旅行に出てし

まった母の帰りを待ち、悩みながらも人とのつながりに

ついて学んでいく姿が描かれています。 

さよならを待つふたりのために 

ジョン・グリーン/作 金原瑞人/訳 竹内茜/訳  

岩波書店 2013 

難病を抱えるヘーゼルとオーガスタス。タイトルからも

別れを予感させ、死を考えさせらる物語。でも、この本

はそれだけではない！お互いを見つめる純粋な姿は“生

きている”というリアルな青春小説なのです。 

 いとみち 

 越谷オサム/著 新潮文庫 2013 

高校生の相馬いと。人見知りを克服するため選ん
だ初めてのバイト先は津軽メイド珈琲店。緊張の
あまりお客さまへのあいさつに津軽弁が…。なの

にお店が閉店！？存続の危機をいとは救えるか。

 小さい宇宙をつくる 
   本当にいちばんやさしい素粒子と宇宙のはなし  

 藤本順平/著 幻冬舎エデュケーション 2012 

2012年の世紀の大発見、素粒子<ヒッグス粒子>。これ

によって解かれる宇宙のヒミツとは？中高生や、理数系

に弱い文系の読者のために書かれた、やさしくわかりや

すく素粒子物理学の世界について教えてくれる本です。 

わたしはマララ 

マララ・ユスフザイ/著  クリスティーナ・ラム/著 

 学研パブリッシング 2013 

下校途中のバスの中で、頭に銃弾を受けた日か
ら、世界が変わってしまったマララ。教育の大切

さを訴える彼女の原点ともいうべき、マララの家
族にも注目です。 

特別授業３．11君たちはどう生きるか 

あさのあつこ[ほか]/著 河出書房新社 2012 

「2011年3月11日金曜日、午後２時46分。あ
の震災が日本を襲った時、君たちはどこで何をし
ていたか、覚えているだろうか。」(本文ｐ189

より）9人の著者が綴（つづ）るメッセージです。 

わくわく大相撲ガイド ハッキヨイ！せきトリくん 

財団法人日本相撲協会/監修 河出書房新社 2013 

 

相撲協会の公式キャラクター、かわいいひよっこ力士 

「ひよの山」くんが大相撲の世界へきみをナビゲート！ 

大相撲のＡｔｏＺが、四コマまんがやたくさんの写真で 

楽しく解説されています。なかなか見ることのできない 

国技館のバックヤードの取材は必見です！！ 

励まされたいときのスヌーピー 

チャールズ M. シュルツ/作 谷川俊太郎/訳   

祥伝社 2013 

いつの時代も愛されるスヌーピー。おなじみのキャラが

描かれた漫画のコマには、英語のセリフ（訳つき）。コ

ミカルなセリフなのに、不思議とどこか哲学的…。凹ん

でいるときに読むと気持ちがほっこりする１冊です。 

 69 sixty nine    (長崎）      村上龍/著 集英社                 

きみは白鳥の死体を踏んだことがあるか（下駄で） 

           (東北）   宮藤官九郎/著  太田出版 

 国語元年 （お国ことば色々）   井上ひさし/著     新潮社 

かんさい絵ことば辞典  ニシワキタダシ/著  ピエ・ブックス 

 ぎぶそん  (関西）        伊藤たかみ/著    ポプラ社 

 古都 (京都）          川端康成/著    新潮社 

 ハブテトルハブテトラン （広島） 中島京子/著   ポプラ社 

 薩摩スチューデント、西へ(鹿児島）   林望/著    光文社 

 くちびるに歌を （長崎）              中田永一/著      小学館 

 バガージマヌパナス (沖縄）   池上永一/著      新潮社 

日本列島北から南、話しことばはそれぞれ特徴があります。
お国ことば満載の小説をお楽しみください。  

ミュージシャンになろう!             [加茂啓太郎 /著]   青弓社 

EXILE 夢の向こうの志                 [稲富治男 /著]  宝島社 

英国ロックを歩く   [桑田英彦/著] スペースシャワーネットワーク 

14歳                    [佐々木美夏/著] エムオン・エンタテインメント 

耳をふさいで、歌を聴く  [加藤典洋/著] アルテスパブリッシング 

マイケル・ジャクソン コンプリート・ワークス 

           [ジョセフ・ボーゲル/著] TOブックス 

学校では教えてくれない人生を変える音楽   

                [雨宮処凛ほか/著] 河出書房新社   

音楽がわかる世界地図 [世界の音楽編集部/編] 

                   ロコモーションパブリッシング  

いーじゃん!J-POP  [マーティ・フリードマン/著] 日経BP社 

ヒップホップの詩人たち      [都築響一/著] 新潮社 

ロックの美術館 [楠見清/著] シンコーミュージック・エンタテイメント 

音楽は自由にする         [坂本龍一/著] 新潮社 


