２面

表紙
148×105mm
余白は空けなくてよい。
（CLISのプリンタは端まで印刷できませんが、印刷委託

今年の課題図書

先のプリンタは、上下左右ギリギリまで印刷可能で

《中学生の部》

す。）

◆ウィズ・ユー

濱野京子／作

◆アーニャは、きっと来る

くもん出版

マイケル・モーバーゴ／作

評論社

◆牧野富太郎ー日本植物学の父－
清水洋美／文

里美和彦／絵

汐文社

《高等学校の部》
◆水を縫う

寺次はるな／著

◆兄の名は、ジェシカ

集英社

ジョン・ボイン／著

◆科学者になりたい君へ

あすなろ書房

佐藤勝彦／著 河出書房新社

昨年の受賞が読んだ図書
内閣総理大臣賞

てぃ～んず情報誌Vol.36
墨田区立図書館

中学生・高校生のための

言葉で治療する

鎌田実／著

朝日新聞社

《高等学校の部》

廉太郎ノオト

谷津矢車／著

中央公論社

《中学校の部》

天使のにもつ

いとうみく／著

《高等学校の部》

『広辞苑』を読む

文部科学大臣賞

2021年７月発行

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

３面

《中学校の部》

童心社

今野真二／著

岩波書店

ＰＯＰコンテスト
４面

ＰＯＰ作成に役立つ本

図書館でいう「ＰＯＰ（ポップ）」とは、オススメしたい本を紹介す

タイトル

るためのカードのことです。墨田区立図書館では、毎年中学生・
高校生を対象とした「ＰＯＰコンテスト」を開催しています。大好き

著者名

出版社

ビジュアルとキャッチで魅せる 川俣綾加／著

エムディエヌコーポレー

POPの見本帳

ション

プロに教わる1秒で心をつかむ

パイインターナショナル

な本をみんなに紹介してみませんか
POPのつくり方

対象 墨田区内在住・在学の中学生・高校生
応募締切 令和３年９月1０日（金）必着

ボールペンで かわいく 描ける!

Color drops／著

成美堂出版

HAPPYイラストメモ
サインペンでイラスト－かわい が な は よ う こ:ピ ポ 飛鳥新社

結果発表 令和３年11月ごろを予定

いお絵描き練習帖－

ン／著

マーカーは楽しい－プロに聞く く ら も ち ふ さ こ ／ 玄光社

よみもの部門

実践テクニック－

小説やノンフィクションなど自分の好きな本を、同年代（中学
生・高校生）のみんなに紹介しよう！

読みやすい文字と伝わるイラス 森井ユカ／著

文字のデザイン－ターゲットか デザインノート編集 誠文堂新光社

始める子どもたち（５才から小学校低学年ぐらい）に紹介しよう！
各部門
一人一点ずつ
応募可

部／編

売れる配色－目を引く商品パッ グラフィック社／編

小さいころに読んで心に残っている絵本を、これから本を読み

応 募 の 決 ま り、注 意 事 項 等 は、ポ ス タ ー・
ちらし又は墨田区立図書館ホームページで
ご確認ください。

KADOKAWA

ト

ら発想する－

絵本部門

[ほか著]

ケージの作り方－

グラフィック社

書影

ただいま収蔵品整理中!
－学芸員さんの細かすぎる日常－

高さ340mm

幅255mm

鷹取ゆう／著 河出書房新社 2021.1
著者の経験を元に、郷土資料館の仕事をマンガで
紹介する。収蔵品の管理や展示方法といった日常
的な話だけでなく、収蔵品にまつわる少し不思議
な話も……？ 展示品を見るのが楽しくなる一冊。

書影

勉強する気はなぜ起こらないのか

又は

高さ340mm
又は
幅255mm

外山美樹／著 筑摩書房 2021.4
著者は筑波大学で心理学を研究する准教授。「や
る気」のメカニズムについての解説ののち、ほか
のことに気を散らさず勉強に集中するコツやモチ
ベーションアップの方法について教えてくれま
す。どうも勉強する気が起きないというそこのキ
ミ、ぜひ読んでみてください！

気候変動に立ちむかう子どもたちー世界の若者
60人の作文集ー

書影
高さ340mm
又は
幅255mm

幅255mm

書影

チェス喫茶フィアンケットの迷局集

又は

高さ340mm
又は
幅255mm

書影
高さ340mm

マンガでわかる災害の日本史

書影

磯田道史／著 河田惠昭／防災監修
備前やすのり／マンガ 池田書店 2021.2
日本の「歴史的災害」と言われる地震、津波、噴
火、台風、感染症等を古文書で読み解き、マンガ
で解かりやすく教えてくれる一冊。歴史からみえ
た教訓を生かし「もしも」の時にそなえよう。

148×105mm
余白は空けなくてよい。
（CLISのプリンタは端まで印刷できませんが、印刷委託
先のプリンタは、上下左右ギリギリまで印刷可能で

夜叉神川
安東みきえ／著 田中千智／画 講談社 2021.１
全ての人の心（魂）にある恐ろしい夜叉と優しい
神。その恐怖と温かさを、夜叉神川の上流から下
流、そして海への流れとともに描いた短編集。ゾ
クゾク・ざわざわと不穏な音を感じさせ、怪異の
身近さが心に残る作品です。

高さ340mm

アクシャート・ラーティ／編 吉森葉／訳
太田出版 2021.４
気候変動を止めるための若者たちの行動の記録集
です。なぜ気候変動を止めなけ ればいけないの
か、どうすれば止められるのか。この本を読むと
できることから始めたくなります。

７面

す。）

書影

又は
幅255mm

高さ340mm
又は
幅255mm

中村あき／著 双葉社 2021.3
小さい頃、叔母さんに連れて行ってもらったチェ
ス喫茶。時は流れ、高校生になった柚子子は``とあ
る目的``で再度チェス喫茶に行くことに。だが、そ
こで働いていたのは隣の席の イケメン、世野君
だった！柚子子が次々と謎を持ち込んでは世野が
謎を解く。凸凹コンビ、難題の謎に挑む！

あの夏、僕らに降った雪
比嘉智康／著 KADOKAWA 2020.12
高校2年生の湊は深夜の病棟で“無関心病”を患
う莉子と出会う。日に日に好きなものに対する興
味を失っていく彼女と「死ぬまでにやりたいこと
リスト」を作り、残された時間を満喫する。しか
し莉子が湊への関心を失う日が来て…。北海道の
短いひと夏を描いた切ない恋物語です。

妖怪コンビニで、バイトはじめました。
令丈ヒロ子／著 画あすなろ書房 2021.2
ツキヨコンビニのお客さんは妖怪や幽霊。お店の
商品は人間には刺激が強すぎる商品ばかりです。
人間のイズミは、なんとここでアルバイトするこ
とになりました。妖怪や幽霊、ときには人間も接
客しなければなりません。さあ、みなさんもこの
コンビニでアルバイトしてみませんか？

語学はもっと楽しい♪
８面
「英語がなかなか上達しない」「韓国語が聞き取れたら…」
148×105mm
「フランス語が話せたら素敵！」
そう思ったら図書館に来てみませんか？
余白は空けなくてよい。

（CLISのプリンタは端まで印刷できませんが、印刷委託
海外ドラマで面白いほど
英語が話せる超勉強法
先のプリンタは、上下左右ギリギリまで印刷可能で
ネイティブが教えるマンガ
で身につく！中国語
す。）
出口武頼／著 KADOKAWA

クレモンティーヌ・シングス・
ディズニー（CD）
クレモンティーヌ／歌
エイベックス・ミュージック・クリエイ
ティヴ

ねずみくんのチョッキ(CDつき
えいごでよむ名作えほん）

楊光俊／著 李貞愛／著
青木隆浩／著 ナツメ社

かんたん韓国語読本－
韓国ドラマ&K-POPがもっと
楽しくなる! 韓国語入門エッ
セイ!! －
康煕奉／著 双葉社

なかえよしを／作
上野紀子／絵
Kate Klippensteen／訳 ポプラ社

語学の雑誌の中には、CD付きのものもあります
⚫ NHKラジオまいにち（イタリア・スペイン・中国・ドイツ・ハングル・フラ
ンス・ロシア）語 ＮＨＫ出版
⚫ NHKラジオ基礎英語1 （２・３） CD付き ＮＨＫ出版
⚫ 多聴多読Magazine－一生使える英語の基礎をつくる!－ コスモピア

