
  
 

 

 

 

  

 

 

  

 

次に挙げた日本語のタメ口に合う英語を、下の①～④の中から選んでみてね 

 

 

 
 

 

 

  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 答えは最後のページにあります。 

 

 

 

 

Next Generation は青少年（ＹＹ）コーナーの情報紙です。 

 ☆ ＣＯＮＴＥＮＴＳ ☆  

英語の時間 / 特集 行け。勇んで。小さきものよ。 / 新着図書案内 

 

楽しく、気軽に英会話 タメ口英語で「リアルな恋愛」 

英語の時間 

R４年７月発行 

上尾市図書館  上尾市上町一丁目７－１  TEL 048-773-8521 

                           ＨＰ  http://www.city.ageo.lg.jp/ageolib/ 

 

① Can I see you again ?   ② I want to be with you more. 

③ I had a blast.     ④ How can I reach you ? 

  

 

 

  

Q2 めっちゃ 楽しかった。 

Q3 もっと一緒にいたいな。 

Q4 また会えるかな ? 

 

ふだん使いの英語を集めた『今日のタ

メ口英語』の第２弾！今回は恋愛や喧

嘩の時の表現も。英語が楽しくなる一

冊です。 

参考『今日のタメ口英語２』 

Kazuma/著 KADOKAWA [837] 

 

 

Q1 連絡先 教えて？ 



★周りの人を味方に変える！ 

『ルフィの仲間力』 

安田雪/著 PHP 研究所 〔726〕 

マンガ『ONE ＰＩＥＣＥ』では、主人公のルフィは 

魅力的で多くの仲間に囲まれて夢へ向かっています。 

どうして仲間が集まり、ルフィについていきたくなるのでしょう？ 

この本はルフィがどのように仲間を集め、絆を深め、その仲間た

ちと夢をかなえる方法についてわかりやすく書かれています。

読み終わったあとには、あなたも仲間力がつき、仲間に囲まれ

夢に向かっているかも！？麦わらの一味のような「仲間」を求め

ている！そんな人におすすめです！ 

 

 
学校生活にスグ役立つ本を紹介するよ（*^_^*） 

今回のテーマは｢中学校｣と｢部活｣だ！ 

○中 『中学校ってどんなとこ？』升野伸子/監修 

世界文化ブックス 〔376.3〕 

中学校へ入学して、期待よりも不安が大きい人もいるでしょう？６年間過ごした小

学校とは色々違うんだもん、緊張して当たり前だよ。この本は、そんな中学生を応

援してくれます。勉強・部活・友達の悩みが尽きないのは、自分だけじゃないんだ

よ。ホッとするイラストが豊富で、読みやすいです。時間割、持ち物について、スマ

ホルールのことも書いてあるよ。この本で、中学校探検してみない？ 

きっと、中１ギャップに効果アリ！ 

○部 『僕たちの部活動改革』 

             神谷拓/著 かもがわ出版 〔375.1〕  

自分の頑張っている部活が、廃部
は い ぶ

と決定されたらどうする？ 

この本は、男子バレー部を例に、廃部危機から存続実現までのプロセスを物語にし

ています。個性的なチームメイトと話し合いながら、どうやって先生の心を動かそ

う？ミーティングのコツや、リーダーの資質、ポートフォリオの整理法（学習や経験を

示す資料をファイルなどに蓄積したもの）まで、学べます。 

令和の部活スタイルのコツは、開放的にオープンに！だとか(^^) 

 

★自分らしい働き方を見つけるために 

『僕たちはまだ、仕事のことを 

何も知らない。』  

各務展生/原案 糸貫律/マンガ 

学研プラス〔377.9〕 

皆さんは学生生活が終わり、社会に出て働きながら人生を歩

んでいきます。長い人生を仕事とともに過ごしていくのだか

ら、仕事選びや、就職活動は人生設計を立てる上でとても重

要です。仕事や就職について考えるなんて、まだまだ先と思

っている人が多いと思いますが、学生生活はあっという間で

す。将来、どんな会社に就職したいか、どんな仕事をしたい

のかについて、あまり関心が無く、学生生活を過ごしてきた

人、子どもの頃から憧れる職業があって、それを目指して勉

強をしてきた人、両者ともに就職活動をする前に読んでほし

い一冊です。厚い本だけど、マンガで進むから、スイスイ読め

そうです！ 

★法を理解するきっかけになる本 

『僕らが生きているよのなかのしくみは「法」でわかる』  

遠藤研一郎/著 大和書房 〔320.4〕 

気づかないかもしれないけど、みんなの生活には「法」が溶け込んでいます。 

校則はなぜ守らなければいけないのか。「付き合う」とはどういうことか。 

インスタにウソの投稿をしたらどうなるか。いじめは犯罪なのか。 

「このルールってなんのためにあるの？」とかを知るって、とても大切なこと。優しい語り口で法がなぜ存在するのか、なぜ守らな

ければいけないかを、学校生活に絡
から

めて解説しています。法を理解するきっかけになる本です。 

 

★「職場体験」を読んでみない？ 

『ヴンダーカンマー』 

樫崎茜/著 理論社 〔913.6 ｶｼ〕 

職場体験をする５人の中学生の物語だよ。 

タイトルの「ヴンダーカンマー」は、ドイツ語で、「博物館」の元に

なった言葉。そう、５人の体験先は、博物館という設定です。 

いつも同じ年齢のクラスメイトと、どこか単調に暮らす登場人物

にとっては、働いている人に一日中ついていくだけで、驚きの連

続！たとえ、希望通りの体験先じゃなくてもね。仕事に関わる緊

張感、普段関わらない年代の人と徐々に打ち解ける様子、読み

ながら、「わかる、わかる」って、感じるんじゃないかな？博物館

の裏方仕事を知れるのも楽しいよ。職場体験を終えた後、心地

よい疲労感を味わえたら、大成功なんじゃないかな！ 

★家事ができてこそ、自立の第一歩 

『正しい目玉焼きの作り方』  

森下えみこ/イラスト 河出書房新社〔590〕 

正しい目玉焼きの作り方、知っていますか？たしか家庭科の授

業で習ったけど案外自信が無い人、多いのでは！洗濯はどうで

すか？今は、洗濯機に放り込んで洗剤を入れてボタンを押せば、

誰でも簡単に洗濯はできます。けれど、服がヨレヨレになったり、

ほかの服の色が移ってしまったり、セーターが縮んでしまったり、

失敗してしまった人もいるのではないでしょうか？新社会人、進

学のため、一人暮らしをしても困らないように、家事の基本を学び

ましょう！この本を読めば、衣食住の一通りのことは、できるよう

になれそう。「正しいことを覚える」のではなく、「気持ちよく楽しく

暮らすこと」を目的に書かれた本なので、親しみやすいね。 

★「底力」をたくわえよう 

『ほんとうのリーダーのみつけかた』        

梨木香歩/著 岩波書店〔914.6 ﾅ〕 

自立するための情報はいろいろあるけど、情報量の選別や小手先
こ て さ き

のワザ的なことができただけでは、 

「生きづらい」なんてことに陥
おちい

りかねません。やっぱ、人間力大事。与えられた情報には、「媚
こび

」や「おもねり」が含まれていないか

な？同調圧力に流れて、ただ単に動いているだけではないかな？『西の魔女が死んだ』の作家、梨木香歩さんが、柔軟
じゅうなん

かつ軸
じ く

の

ブレない文章で語りかけてくれたよ。「盲目的
もうもくてき

に相手に自分を明け渡さず、考えることができる個人」として立っていけますか？何

かに負けることだってあります。その時、素直に敗北を受け入れ、しかも「劣位
れ つ い

にある自分」を味わうことができるかな？優位に立

つ為に人をおとしめていいのかな。勘違
かんちが

せずに、自分の道を歩くために、いい本です。 

 

 
ｓｅａｓｏｎ２・その７ 図書整理・蔵書点検の休館 

図書館の長期休館日。「えーっ！困るよ」と思ってくれたなら、そ

んなにも図書館を頼りにしてくれてありがとう！今回は休館中にど

んな仕事をしているのか、ご紹介するよ。 

★蔵書の所在を確認 

蔵書検索して「ある」ことになっている本が、確かに本棚にあるかどうか、 

点検します。「ある」はずなのに「ない」じゃ、困るもんね。一冊ずつチェック 

するには時間がかかるけど、これで迷子になっている図書がわかるんだ。 

★レイアウトの見直しや大がかりな図書の移動 

もっと使いやすく、興味を持ってもらえる本棚になるように、職員は打ち合

わせをしながら、図書の配置や、展示企画などを 

工夫します。力仕事もたくさんあるんだ。 

★図書の掃除や施設修理など 

  本の汚れやホコリを少しでも拭き取ってサッパリさせます。図書館は色々 

な人が来館する場所なので、施設の安全チェックも大切だよ。 

 

さて、その休館日、今秋は９月７日（水）～９月１２日（月）まであります。 

ご理解よろしくお願いしま～す！ 

このコーナーでは図書館の使い方などをナビゲートするよ。 

ちょっとしたコツをつかむと便利だよ!(^^) 

 

※イラストは、「少年よ、大志を抱け」のクラーク博士。言葉は、有島武郎『小さき者へ』より。詳しく知りたい人は、図書館へ GO！ 

                  
 



 

 
 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

★表紙 『英語の時間』のクイズの答え  Q1→④ Q2→③ Q3→② Ｑ４→① 

 

『セカイを科学せよ！』  

安田夏菜/著  

講談社 [913.6 ﾔｽ]  

『その扉をたたく音』 

  瀬尾まいこ/著 

   集英社 [913.6 ｾｵ]   

  

 

★『リラックマの「ごゆるり」セルフケア』              根本裕幸/監修 リベラル社 ［146］ 

★『ヤングケアラーってなんだろう』                   澁谷智子/著 筑摩書房 ［369］ 

★『てづくり推しぬい BOOK』                平栗あずさ/著 グラフィック社 ［594.9］ 

★『恋愛問題は止まらない』                     吉野万理子/作 小学館 ［913.6 ﾖｼ］ 

★『スケートラットに喝采を』                      樹島千草/著 集英社 ［913.6 ｷｼﾞ］ 

※ここで紹介した図書は、ＹＹコーナーの新着本の一部です。ぜひ図書館に来てじっくり探してみてね 

『海を見た日』 

M.G.ヘネシー/作 

  鈴木出版 [933 ﾍﾈ]  

『建築家になりたい君へ』 

隈研吾/著       

河出書房新社 [520] 

『クジラの骨と僕らの未来』 

 中村玄/著 

  理論社 [489] 

 

図書館員が調べ物の相談にのります。読書感想文、自由研究や工作など何でも聞いて

ください！涼しい図書館で図書館員と一緒に調べてみませんか？ 
 

・日時：令和 4 年 7 月 26 日（火）・8 月 9 日（火）・23 日（火） 

14 時から 16 時 30 分 

・場所：図書館本館 1 階児童室 

←中学生 

高校生→ 

『江戸のジャーナリスト 

葛飾北斎』 

 千野境子/著 

    国土社 [721] 
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