
91 年後の HAPPY BIRTHDAY!!! 

 

2112年 9月 3日は、「ドラえもん」の誕生日。あん

なこといいな、できたらいいな♪のひみつ道具たち。

欲しいときありますよね。こんなご時世。どこでもド

アで会いたい人にいますぐ会いに行けたらなあ。 

 2学期早々登校できなくなってしまいました。EMC

では新着図書の配架や、特集コーナーの展示替えなど

学校再開の準備をすすめています。みなさんにまた会

える日が待ち遠しいです。 

 

 

 

    

          

 

 

 

 

 

 

 この夏も、ほとんどの時間を家族と家で過ごしたという人が多か

ったのではないでしょうか。かくいう私も、息子とプールや花火

をして過ごす日々でした。何気ない日常、それだってもちろん

十分楽しいんですが、なんかこう、もうちょっとあるといいん

だけどねえ・・・はい、出会いました。きっかけは兄家族。半年前からボードゲームにはまっているらしい。

息子と同じ 4歳の姪もいっしょに深夜まで「カタン」をやっているらしい。そんな噂の「カタン」を持ってき

てくれたので、やってみました。 

「カタン」とは、「カタン島」という無人島を舞台に、３～４名のプレイヤーが参加し、島を開拓競争するボ

ードゲームです。開拓地を増やす、街を成長させる、道を拡張する、がメインアクションで、街の数や道の長

さを競い合って 10点先取した人の 1人勝利ゲームです。 

ルールの説明を聞いてスタート。姪っ子も得意技の「発展カード」で着実にポイントを貯めています。1時

間弱の初回を終えて一言。正直、初回はルールを理解するのがやっとで、そこまで面白さを感じませんでした

が、なぜかもう 1回やってみたくなり、つい最近我が家にも買ってしまいました。 

巷ではボードゲームがはやっているようですね。近所の TSUTAYAで特集コーナーができていたり、図書

館でイベントが開催されているのを目にします。気になって調べてみたら、全国にボードゲームカフェがあり、

「ボドゲーマ」という専門の総合情報サイトもありました。 

 

そこで初心者の私がこれからやってみたいボードゲームをご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかがでしたか。ちなみにボードゲームというと、私は人生ゲームのように大きな紙をひろげてコマを動か

すものを想像してしまいますが、卓上でボードやコマ、カードなどを使って遊ぶゲームの総称だそうです。平

面にとどまらずバリエーション豊富なんですね。EMCでもいつかボードゲーム大会ができたらいいなあ。 

（津田） 

令和 3 年 9 月号 Vol.46 
情報メディア教育センター 

『カタン』 

無人島の開発競争！５つの資源をめぐったプレイヤー

間の「貿易」が超おもしろい！定番中の定番。 

 

「ボードゲーム沼の夏」 

『枯山水』 

プレイヤーが禅僧となって、自分のボード上に美しい 

「枯山水庭園」をつくることを目指すボードゲームです。 

 

『トーキョー・ハイウェイ』 

柱を立て、道を上に配置し、車をピンセットで配置して

いくゲームです。灰色の道とカラフルな車で立体的な道

ができ、完成時には写真を撮りたくなるほど、キレイな

建造物になります。 

 

あ り ふ れ た 日 々 

司書日記 



 

 

 

 新着図書ピックアップ 
 

『もどかしいほど静かなオルゴール店』 

 
瀧羽麻子【著】 

 本書は 7 話の短編集。ある南の島で”耳きき”のできる少し不思議な雰囲気

の主人が世界で一つのオルゴールを作ってくれるという店が舞台です。そこに

来る様々な人生模様のお客さんの物語。島には、オババがいたり島唄があった

り、愛すべき登場人物ばかりで、癒されるような優しい気持ちになれるような読

了感でした。 またその島の海に沈む赤過ぎるぐらいの夕日や、船で本島と行き

来するような情景を読んでいると、旅に出たくなります。引きこもりの日々に少

し旅気分を味わえたのも良かったです。（大原）  

 

『２１世紀の恋愛 いちばん赤い薔薇が咲く』 

リーヴ・ストロームクヴィスト【著】／よこの なな【訳】 

なぜ≪恋に落ちる≫のがこれほど難しくなったのかを描いたスウェーデン発最

新フェミニズムコミック。「ハリウッド俳優のレオナルド・ディカプリオは、な

ぜ自分よりずっと若い似たような外見のモデルや女優と付き合っては別れを繰

り返すのか」という疑問を糸口に、現代社会における恋愛について、古典哲学や

現代思想を取り混ぜて考察しているのですが、まんがだからといって侮れませ

ん。なかなか手こずりました。でも、恋愛皆無な人生なものですから、これまで

のもやもやに名前をつけてもらったような気持ちです。そうそう。もてないのは

わたしが悪いんじゃない。社会がそれを難しくしているんだもの。興味のある方

はご一読を。（津田） 

『雲を愛する技術』  

 

 

 

 

 

 

 

 

荒木 健太郎【著】 

皆さんは雲の名前をどれだけ知っていますか。もくもくと湧き上がるのは入

道雲、筆でスッと撫でたようなすじ雲、小説『三四郎』に出てくるのはひつじ雲

…挙げればキリがないように思えます。しかし雲が現れる高度と形に応じてた

った 10種（十種雲形）に大きく分類することができるそうです。本書ではこう

いった雲の種類や呼び名、見分け方の特徴をはじめ、雲ができるメカニズム、豪

雨や竜巻など災害を予兆する雲など、ちょっと難しそうな気象に関する内容を

イラストや写真付きでわかりやすく解説してあります。これであなたも気象予

報士。著者の雲愛あふれる一冊です。（大塚） 

新着ピックアップは毎月、司書が「これはぜひ読んで！」と思う本を選りすぐってお届けします。 

上記以外にも新着図書がたくさん届いています。カウンター前の新着コーナーをご覧ください。 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

第 40回 川畑 宥馬先生おすすめ 

『君と会えたから…』 喜多川 泰【著】 

待ち時間には本を読むこともある  藤崎一臣の本、読んでいこう！vol.42 

『共感で広がる公式ツイッターの世界:東急ハンズ流企業アカウントの育てかた』 

東急ハンズ公式ツイッター担当者【著】     

こ
ん
な
本 

い
か
が
。 

将来に対する漠とした不安を抱えながらも、自分のやるべきこともやりたいことも見つけられずに何もせず、

無気力に過ごしていた平凡な高校生の僕のもとに、ある夏の日、美しい女の子がやってきた。そして、彼女か

ら、その後の僕の人生を変える教えを聞くことになる。いつしか彼女に恋心を募らせていた彼の前に次第に明

らかになっていく彼女の秘密とは…いま様々なことで悩んでいる迷っている人はこの作品の主人公を自分自身

と重ね合わせて読んでほしいです。 

9月の開館予定 

※お薦め本はリレー連載です。次のバトンはどなたに渡るかな？ 

 

 

東急ハンズをはじめ、近年では多くの企業が公式 SNSアカウントを設け、さらに、企業内

には“SNS を配信する部署”が存在するそうです。企業の看板を背負っている以上、下手な

ことは呟けない。でも、面白くない内容（商品の宣伝）ばかり呟いていても支持されない。い

かにして東急ハンズ公式 Twitter がフォロワーの支持を得てきたのか。本書では、そんな

Twitter 運営の裏側を知ることができます。ちなみに、東急ハンズでは Twitter 部隊、

Instagram 部隊、Facebook 部隊が存在するそうです。同じ SNS でもそれぞれ特性が異な

るため、担当者が違うようです。どちらかといえば、企業の SNS担当者向けの本にはなりま

すが、フォロワー数を伸ばしたい・フォロワーの共感を得たいと思う人にはタメになる本かと

思います。 

そもそもなぜ、企業で SNS を設けるのか？それは、企業のブランディングが目的だそうで

す。（「ブランディング」…ブランドを消費者に認知させ、市場におけるニーズを知り自社（製

品、商品）の強み・ポジションを明確化する活動のことをいいます。） 

みなさんも何かを買う時、どこかに行く時、SNS を頼りにしていませんか？今や SNS は

個人アカウントのみならず、企業アカウントも加わり、私達の暮らしと SNSは切っても切れ

ない関係になっています。中高生の SNS の利用については、様々な意見があるかと思いま

す。正直、私は SNS 利用肯定派です。だって、いずれ使うじゃん！これが大きな理由です。 

それに、上に書いてあるように、就職してから SNSを使うかもしれません。 

今や SNS自体がお金を生む時代です。就職せずに SNS だけで生計を立て 

てる人もいます。そういう可能性が、みなさんにもあるのです。それに、就 

職活動時に SNS のフォロワー数が評価材料になったりするそうです。あな 

たが世間に与える影響力＝フォロワー数が評価される時代です。今始めても 

良いんじゃない！？これはあくまで私の考えです。 

 しかし、SNS の使い方を誤れば、SNS は人を死に追い込んだり、犯罪に巻き込まれたり、

自身が罪を犯すことがあります。そういった SNS上での危険性をしっかり理解した上で利用

しなければなりません。これ本当に大切なことです。EMC にも SNS に関する図書が配架さ

れていますので手にとってください。私自身、EMC ホームページの新着情報を掲載する担当

者として、Twitterほど頻繁に呟く（掲載する）ことはできませんが、東急ハンズ Twitter 担

当者のノウハウを活かし、EMCの新着情報を工夫していきたいと思います。 たまには EMC

のホームページもチェックしてくださいね♪  

『共感で広がる公式ツイッターの世界―東急ハンズ流企業アカウントの育てかた』 

 

1 水 休館

2 木 休館

3 金 休館

4 土 休館

5 日 休館

6 月 休館

7 火 休館

8 水 休館

9 木 休館

10 金 休館

11 土 休館

12 日 休館

13 月 8:10-17:50

14 火 8:10-17:50

15 水 8:10-17:50

16 木 8:10-17:50

17 金 8:10-17:50

18 土 休館

19 日 休館

20 月 休館

21 火 8:10-17:50

22 水 8:10-17:50

23 木 休館

24 金 8:10-17:50

25 土 休館

26 日 休館

27 月 8:10-17:50

28 火 8:10-17:50

29 水 8:10-17:50

30 木 休館/館内整理

9月



編集後記  今月からの新コーナー「司書日記 ありふれた日々」。司書のなんてことない日常を書きとめ

ました。時々、news letterに登場します。どうぞよろしく。（大塚） 

 

 

 

 

 

9 月は蔵書強化月間。通常よりも 3倍増しで新着本がゾクゾクと入ります。 

6 月頃より探究学習のための資料や本を求める生徒が増えてきました。そこで今回は皆さんの研究の参

考になりそうな本、「～とは何か」に応える本をたくさん選書しました。どんな本が入ってくるのか、簡単

に紹介しましょう。登録・装備が終わり次第、特設コーナーに配架します。 

 

 

 新書 文系、理系、そしてその枠を超えた新書をバラエティー豊かに揃えました。

「宇宙とは何か」、「進化とは何か」「細胞とは何か」といった物事の根本に触れる新書

もたくさんあります。新書は非常にやわらかい言葉を使い、自分の頭で考えるための助

けになります。「ちくまプリマ―新書」「岩波ジュニア新書」「ブルーバックス」など中高

生向きシリーズも強化しました。小論文や面接の対策にもいいですよ。 

 「今日からモノ知りシリーズ」、「おもしろサイエンス」シリーズ 「電気自動車」や

「ドローン」など、生活の中のモノや技術について、基本的なことから応用編までト

コトンやさしく解説するシリーズ。食品の調理や人体に関する生活科学を追求する本

もあります。 

 

 
 
 『Ｎｅｗｔｏｎ大図鑑』＆『最強に面白いニュートン式超図解』シリーズ、巻号追加  

 一つのテーマ深堀してみよう！『解剖図鑑』シリーズも巻号追加です。 

 かわいいイラスト入りでわかりやすい 『世界一やさしい！図鑑』シリーズ  等々                             

 

 

 

今年度もいよいよ受験シーズン。だけどいろいろ心配が…。 

「志望理由書ってなにをかいたらいいの」 

「小論文と作文の違いって？」 

「よく聞くけど SPI試験ってどんなの」 

「面接、とっても不安です―」 

そんな人はＥＭＣ２F メイン展示「就活・受験対策コーナー」で疑問や不安をスッキリ解決しよう！

推薦入試、小論文、面接、SPI 試験などの対策本をみんなまとめて展示中です。一般常識や時事問題

のキーワードの本もみておこう。準備をしておけば自信もついてくる！応援しています。 

 

 

●図書館からのお知らせ  図書館は 9月 1日（水）～9月 12日（日）の間、休館です。ご注意下さい。 

 
読書三昧の 

夏休みでした 

 

 

「～とは何か」に応える本、とは？（ を考えました。） 

探究学習にいかがでしょう 

 

シーズン到来 いざ就活！さぁ受験！ 

専門書を読む前のウォーミングアップに！テーマ探しのヒントに！ 

 

美しく、詳しく、わかりやすく。各種図鑑 充実のラインナップ。 

充実のラインナップです。 

 

 
Books 

ourshelves 


