
 

 

 

 

 

 

 

こんにちは 中央図書館青少年コーナーです。YA
わいえー

コーナーとも言っています。皆さんはYA
わいえー

と 

いうことばをご存知ですか？YoungAdult ヤングアダルト＝若い大人という利用者層のことです。 

図書館や出版界では中学生・高校生のことをこう呼んだりします。中高生対象の本を置いていますの 

で、まだ利用したことのない方はぜひ来てくださいね。正面玄関を入って左奥の窓際です。 

  
図書館をもっと使おう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読みたい本を探してみよう！ 

 
 

図書館内の PC｢資料検索｣ または、自宅 PCや携帯｢図書館ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ→蔵書検索｣で 

読みたい本のタイトルや著者(本を書いた人)名で探してみよう！ 

★ポイントは、カナのみで入力するか正確な漢字入り表記で入力すること!! 

 例:『海の中』を探す～｢ｳﾐﾉﾅｶ｣○，｢うみのなか｣○，｢海のなか｣×，｢海の中｣○ 

    「有川浩｣で探す～｢ｱﾘｶﾜﾋﾛ｣○，｢ありかわひろ｣○，｢有川ﾋﾛ｣×，｢有川浩｣○ 

利用者カードを作ろう！ 

身分証＊①（保険証、住所表記

のある学生証、パスポート）を

持って図書館ｻｰﾋﾞｽｶｳﾝﾀｰへ！ 

古いカードだけど大丈夫？                             

       ↓ 

身分証＊①があれば 

更新して利用できます 

無くしてしまった 

    ↓ 

再発行は 100 円か

かります 

 

 

YES！ 

 
 

図書館利用カードをもっている？ 

      

 

    H22.夏号  

富士宮市立図書館 URL http://library.city.fujinomiya.shizuoka.jp/  中央図書館（0544）26-5062 

                                                  

 

                         読みたい本が貸出中の時は予約もできます！ 

 

 

                予約本の用意ができた際の連絡は 電話の他､メールでも！ 

予約した本が用意できると、図書館から連絡します｡携帯電話に連絡が欲しい場合は 

携帯電話番号を図書館までお知らせください｡電話でも結構です｡ 

メールアドレス（PC･携帯どちらでも！）を登録するとメールで連絡がきて便利です｡ 

メルアドの登録は、自宅 PC･携帯･館内 PC いずれからでも OK！ご自身で登録してくださいね｡ 

  

予約の本の受け取りは連絡日から１週間以内です！それを過ぎると予約取消になるので注意してね｡ 

予約する際には､利用者 IDとパスワードの入力が必要です｡ 

利用者 ID : 利用カードのバーコード下の８ケタの数字(ハイフン[-]なし) 

パスワード: 図書館ｶｳﾝﾀｰで発行します｡利用ｶｰﾄﾞと身分証を提示してください｡ 

以前発行したﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを忘れてしまった人も､同様に再発行できます｡

＊図書館内 PC(OPAC)からの場合、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞの代わりに利用者登録して     

 ある電話番号でも予約できます。 

 

 

NO！ 



 

 

 

富士宮市の中央図書館の YA(青少年)コーナーで、2009.4～2010.4 に貸出回数の多かった本です！

 

■文学・絵本                           

順位 貸出回数 タ イ ト ル 著 者 請求記号 

１ 170 上/167 下 ハリー・ポッターと死の秘宝 J.K.ﾛｰﾘﾝｸﾞ K930 ロ 

２ 121 上/109 下 ハリー・ポッターと謎のプリンス J.K.ﾛｰﾘﾝｸﾞ K930 ロ 

３ 114 ピーターラビットのおはなし ﾋﾞｱﾄﾘｸｽ･ﾎﾟﾀｰ E ポ 

４ 70 上/69下 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 J.K.ﾛｰﾘﾝｸﾞ K930 ロ 

５ 66 ハリー・ポッターと賢者の石 J.K.ﾛｰﾘﾝｸﾞ K930 ロ 

６  64 ハリー・ポッターとアズガバンの囚人 J.K.ﾛｰﾘﾝｸﾞ K930 ロ 

７  63 ハリー・ポッターと秘密の部屋 J.K.ﾛｰﾘﾝｸﾞ K930 ロ 

８  61 上/51 下 ハリー・ポッターと炎のゴブレット J.K.ﾛｰﾘﾝｸﾞ K930 ロ 

９  58 こねこのトムのおはなし ﾋﾞｱﾄﾘｸｽ･ﾎﾟﾀｰ E ポ 

１０  56 １４歳 千原 ジュニア 913.6 ﾁﾊﾗ 

１１  55 ダレンシャン １ 奇怪なサーカス Darren Shan K930 シ 

１２  49 獣の奏者 ２ 王獣編 上橋 菜穂子 913.6 ｳｴﾊｼ 

１３  48 ダレンシャン ２ 若きバンパイヤ Darren Shan K930 シ 

１3  48 りすのナトキンのおはなし ﾋﾞｱﾄﾘｸｽ･ﾎﾟﾀｰ E ポ 

１５ 47 ダレンシャン 3  ﾊﾞﾝﾊﾟｲｱ・ｸﾘｽﾏｽ Darren Shan K930 シ 

■文学以外の本 

順位 貸出回数 タ イ ト ル 著 者 請求記号 

１ 149 ホームレス中学生 田村 裕 779.14 

２ 21 はじめてさん＆ぶきっちょさんのためのお菓子１年生 小川 智美 596.65 

３ 16 女子中高生の超かんたん弁当 石原 洋子 596.4 

４ 15 ｳﾙﾄﾗﾏﾝ怪獣写真全集－Ｍ78星雲の使者 竹内 博 778.8 

４ 15 仮面ﾗｲﾀﾞｰ EPISODO No14～No52＆MOVIE  778.8 

４ 15 夏から夏へ 佐藤多佳子 782.3 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文学では『ハリーポッター』シリーズが相変わらず

の人気です。新しく映画化された折に、さかのぼっ

て読み返す人が多いせいでしょうか。 

『獣の奏者』のテレビ化、『ダレンシャン』の映画

化も人気に反映しています。映像化によって原作へ

の読書意欲も刺激されることが多いようですね。 

これは青少年の全国的な傾向だと言われています。 

『ホームレス中学生』もテレビ等のメディアで 

話題になり、よく利用されました。 

 

 

水・木・金曜日は 

中央図書館は夜７時まで開館して 

います 

火･土･日曜日  9:00～17:00 

水･木･金曜日  9:00～19:00 

月曜･第４金曜日   休館 



 

中央図書館、西富士図書館に所蔵があります。どうぞお早めにご利用くださいね。 

■中学生対象 

『明日につづくリズム』 

八束澄子著／ポプラ社 

 

『ビーバー族のしるし』 

ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ・ｼﾞｮｰｼﾞ・ｽﾋﾟｱ著／あすなろ書房 

 

『奇跡のプレイボール』    

大社 充著／金の星社 

  

中学を卒業後に島を出るか、残るか。

夢と現実にゆれる少女たちの背中を

おしてくれたのは、ポルノグラフィテ

ィの歌でした。ポルノグラフィティの

因島凱旋ライブの感動から生まれた、

２人の少女のみずみずしい成長物語。 

白人の少年マットが、文字の読み方を

教えるかわりにインディアンの少年か

ら学んだのは、森で生きるための知恵。

そしてかけがえのない友情でした。イ

ンディアン父子と白人の少年との交流

に、心を躍らせ、そして考えてみよう。 

太平洋戦争で敵として戦った日米の

元兵士たちが、60 年以上を経てﾊﾜｲ

に集い、今度は野球で対戦した。想

像してください。今のあなたが少年

兵士だったら。友が目の前で殺され

たら。B29で攻撃する立場だったら。 

■高校生対象 

『風をつかまえて』 

高嶋哲夫著／日本放送出版協会 

 

『ハサウェイ・ジョウンズの恋』 

ｶﾃｨｱ・ﾍﾞｰﾚﾝｽ著／白水社 

 

『インパラの朝』 

中村安希著／集英社 

 

起死回生の町おこしとして、町の小さ

な鉄工所が「風車」を造ることになっ

た。だが予算、技術など問題は山積み。

北海道の破綻寸前の小さな町を舞台

に、地域と家族の再生をかけた父と子

の姿を描く。 

時代はゴールドラッシュ、アメリカ西

部の荒々しい自然を背景に、愛と憎し

み、希望と絶望、怒りと悲しみを描く。

「物語」の得意で素朴なハサウェイ少

年の初恋の行方は…。史実を基にした

物語。 

ヒマラヤ山系のささやき、東南アジ

ア～インドのカオス、東アフリカの

鼓動…。４７カ国、２年にわたる旅

を、絶妙な距離感をともなった清新

な方法で描いたノンフィクション。

第７回開高健ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ賞受賞作。 

■静岡県夏休み推薦図書・中学生対象 

 ・『単純な脳、複雑な「私」』 池谷裕二著／朝日出版社 

・『龍の腹』 中川なをみ著／くもん出版          

・『HIV/エイズとともに生きる子どもたち ケニア』 山本敏晴著／小学館 

・『文化祭オクロック』 竹内真著／東京創元社 

・『神去なあなあ日常』 三浦しをん著／徳間書店 

・『いっぽいっぽダウン症の娘と共に』 幸田啓子著／ぶどう社 

・『COWHOUSE-カウハウス』 小路幸也著／ポプラ社 

・『岬バーガー』 本馬英治著／リトルモア 

 

 

これらの推薦図書も 

中央図書館、 

西富士図書館に 

ありますよ！ 

ご利用くださいね。 



知っていますか？ 

 

 

 

 

たくさんの本の仲間分けをして、仲間の種類を数字で表しています 

                     スーパーマーケットで、野菜、精肉、魚、乳製品、菓子などと、 

コーナーごとに商品を置いてあるのと同じです 

 

０ 総記 百科事典など 

１ 哲学 哲学、心理、宗教 

２ 歴史 歴史、伝記、地理 

３ 社会科学 政治、法律、経済、教育、風俗 

４ 自然科学 数学、理科、医学 

５ 技術 工学、工業、家政 

６ 産業 農林水産業、商業、通信 

７ 芸術 美術、音楽、ｽﾎﾟｰﾂ、娯楽 

８ 言語 各国の言語 

９ 文学 短歌･俳句･詩、小説、ｴｯｾｲ 

       

 

  そこで７類を、また１０に分類しました！ 

  

 

  こ    これ        これで探しやすくなりました! 

 

 

 

 

７８０をまたまた１０分類！ 

 

 

 

このように 本の主題 ごとに 

仲間分けして、数字の記号を付けています。 

これを分類記号といい、日本では『日本十進分類法（ＮＤＣ）』という分類法が一般に使われています。 

これは日本国内共通ですから、富士宮市立図書館でも、学校の図書室でも、北海道でも沖縄でも、 

同じテーマの本には同じ分類記号（数字）が付いているのです！ 

 

例えば、「野球」の本は 783.7 

（実は 783 の球技もさらに細かく分かれています） 

これを覚えていれば、高校の図書室でも大学の図書館でも、 

すぐに野球の本が探せます！ 自分の好きな分野のＮＤＣを覚えておくと便利ですよ。 

700 芸術・美術 

710 彫刻 

720 絵画 

730 版画 

740 写真 

750 工芸 

760 音楽 

770 演劇 

780 スポーツ・体育 

790 諸芸・娯楽 

 

本についてるラベルの数字って何の意味？ 

でも７類にも本が 

何百冊もあって 

探しにくいょー! 

まず全体を 10 分野

に分けました。これを 

類(るい)と呼びます。 

例えば 7 類(ﾅﾅﾙｲ) 

でもｽﾎﾟｰﾂの中には

陸上,球技,水泳とか 

イロイロあるし。武道

とかもあるよ・・・ 
780 スポーツ・体育 

781 体操・遊戯 

782 陸上競技 

783 球技 

784 スキー・スケート 

785 水上競技 

786 戸外レクリエーション 

787 釣魚・遊猟 

788 相撲・レスリング 

789 武術 

 

 

 

 

783,7 

   このようなＮＤＣ一覧表は 

ＹＡコーナーにあります。 

ご覧くださいね！ 


