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ビブリオバトル市内中学生大会

12 月 21 日（金）

会場：生駒市図書会館

今年で 4 回目を迎える中学生大会。
校内予選などを勝ち抜いてきたバトラーたちが大集合！！
観戦者はチラシにて募集予定です。
中学生大会でチャンプ本になると、「ビブリオバトル全国大会ｉｎいこま」に
バトラーとして出場できます。
歴代のチャンプ本
第１回

『君の膵臓をたべたい』住野よる／著

双葉社

今回の
チャンプ本は
どの本に！？

第２回

『のぼうの城（上・下）』和田竜／著

小学館文庫

第３回

『魔女図鑑 魔女になるための１１のレッスン』
マルカム ・バード／作・絵

岡部史／訳

金の星社

ビブリオバトル全国大会 ｉｎ いこま
平成３１年３月９日（土）

会場：生駒市図書会館

全国から年齢無制限の強者バトラーたちがやってきます。
ま

き

め まなぶ

今回のトークゲストは、万城目 学 さんに決定！
万城目さんは大阪出身。ドラマ化された『鹿男あをによし』（奈良）
、映画でも
おなじみの『鴨川ホルモー』
（京都）や『プリンセス・トヨトミ』（大阪）など、
作品の多くは関西を舞台にしています。最新作『パーマネント神喜劇』では、
道ゆく人の願いを叶えてくれるユニークな「神様」が登場。楽しい話を読みたい人に
おすすめ。
申し込み方法は、生駒ビブリオ倶楽部 HP（http://ikomabiblio.jindo.com/）で発表予定。

１０月から図書館の貸出冊数が一人１２冊までになりました。
貸出冊数が５冊から１２冊になりました。いっぱい借りて、いっぱい読んでね！！

勉強をがんばりたいけれども、

あなたの“勉強”お助け本を紹介します

要チェック

現状に満足せずさらに前へ進もう！

『１３歳からの「学問のすすめ」』
福沢諭吉／著 齋藤孝／訳・解説 筑摩書房

モチベーションを

失敗にくじけず挑戦しよう！

『「どうせ無理」と思っている君へ』
植松努／著

ＰＨＰエディターズ・グループ

アップさせたい人へ

『中学生からの頭がよくなる勉強法』
永野裕之／著

一生懸命勉強したのにテストでいい点が取れなかった時、自分は

面倒くさいからと勉強のやる気スイッチが入らなくて困ってい

福沢諭吉は「農たれば大農たれ、商たれば大商たれ」と言ってい

ダメだと落ち込んでしまう･･････。そんな時こそ自分と向き合って

ませんか？やる気スイッチの１つは、まずは体を動かすことで、５

る。あなたもさらに志を高く持って勉学に打ち込んでみません

みよう。北海道で小さな町工場を営む著者は、ロケット作りに何度

分だけでもやってみることが重要。本書は、高校入試を攻略するた

か？150 年前のベストセラーに込められた熱いメッセージが現

も失敗したが、 諦 めずやり方を変えて繰り返し続けたという。読者

めのテクニック本ではなく、「自分の頭で考えられる勉強法」を紹

代の言葉でビシバシと伝わってくる 1 冊。

がふたたび自信を持てるように、そっと背中を押してくれる。

介。教科別勉強法のほかに、ノート術ものっているのもうれしい。

勉強法を勉強しよう

『学年ビリから東大へ進み、

文章力は武器になる！

『型で習得！中高生からの文章術』

苦手な暗記も楽しく克服

『現役東大生が教える

作家になった私の勉強法』
竹内薫／著

ＰＨＰ研究所

「ゲーム式」暗記述』
樋口裕一／著

筑摩書房

図書館には、他にも勉強本があるよ。

勉強法が

暗記できない

わからない

やる気が

時間が

起きない

足りない

ＰＨＰエディターズ・グループ

「もうこれくらいでいいや」と今の自分に満足していませんか？

あきら

どうすればいいか悩んでいる人は必読！！

西岡壱誠／著

ダイヤモンド社

学校の勉強だけがすべてじゃない

『１５歳から、社長になれる。
ぼくらの時代の起業入門』
家入一真／著

イースト・プレス

中学２年から高校３年までひきこもり経験がある著者は、２１

学校で勉強する科目のなかで、英語、国語、数学は「特別な３

作文、読書感想文など、文章を書くことが苦手という人もいるの

著者は中学時代、ゲームにハマり落ちこぼれた。東大受験に２度

科目」と位置づけられている。著者は、この３科目が「言語」つ

では？この本を読んで、
「ズバリと言いたい事を書く。
」
「書いた主張

挑戦するも失敗。特に暗記が大嫌いだったが、とことん楽しい暗記

歳で起業した。その生業は「デザイナー」
「プログラマー」
「作家」

まり「言葉」でマスターすれば、いろいろなことを深く学べる道

の理由をまとめる。」などの「型」を知れば、文章を書くことが楽し

をやってやろうと生み出したのが語呂合わせなどの「ゲーム式暗記

など、さまざま。「自分で仕事をつくって、稼いでいける力」を

具を手に入れられるという。小説を１冊読むだけで国語力が上が

くなって、苦手意識も解消。文章を書くことで、自分で考え、発信

術」。ゲームをクリアするための「ごほうび」も大事!!マンガを買う

身につけることが、これからの時代は必要だ。学校に行けなかっ

る勉強法、３ヶ月で成績アップする法など勉強法が満載。

する力も身につく。

など自分で設定して、やる気を維持しよう。

たとしても、働く方法はある。目指すは社長!!

成績を上げるノートの取り方
教えます！

『中学生の成績が上がる！

スマホじゃなくて手帳がおすすめ!!

『中学生・高校生のための

教科別
「ノートの取り方」最強ポイント５５』
小澤淳／監修

予定を立てるのは

メイツ出版

手帳の使い方』
能率手帳プランナーズ／監修

日本能率協会マネジメントセンター

板書を必死にノートに写していても、追いつかず消えてしま

この本で紹介する手帳は「スケジュール帳」ではなく、いわゆる

うことがありませんか？この本では、各教科別にノートの取り

「ビジネス手帳」。シンプルな手帳に自分なりに工夫して書くと、
「忘

てっていてき

方のポイントを解説。社会は板書を徹底的 に写す方が良かった

れ物が減る」「時間の使い方が上手くなる」「自分の行動を振り返っ

り、数学は全部書く必要がなかったりと、教科によって写し方

て反省できる」などさまざまなよい習慣が身につく。忙しい時ほど

も違う。ノートの取り方のコツを知って、成績アップ！

手帳を使いこなそう。友達の前でかばんの中からさりげなく出して

『中学生の成績が上がる！教科別「勉強のルール」最強のポイ

みたらかっこよくない？

ント６５』
（メイツ出版）も合わせて読んでみて。

勉強の相棒を見つけよう！

『ときめく文房具図鑑』
山崎真由子／文

今野光／写真 山と渓谷社

雑学のようでも
役に立つこと間違いなし

『バカなおとなにならない脳』
養老孟司／著

理論社

筆記用具の原点“鉛筆”や、その相棒、消しゴム、ノートから高

「早く寝ないとバカになる？」など、主に中高生たちから寄せ

級なペンなど、著者好みの筆記用具を多数紹介。勉強の息抜きに、

られた質問に、解剖学者で昆虫マニアでもある著者が独自の視点

写真を見て楽しんだり、文房具屋さんに行って、お気に入りの文房

で答えている。学校の勉強に疲れたら、ちょっと一休みして読ん

具を探してみよう。試験などいざというときの勝負筆記用具が見つ

でみて。目からウロコ、得した気分で再び机に向かおう。

かるかも!?

この本もおすすめ！
『学年ビリのギャルが１年で偏差値を４０上げて慶応大学に現役合格した話』坪田信貴／著
『つまづき克服！数学学習法』（ちくまプリマー新書）高橋一雄／著

筑摩書房

KADOKAWA

本活部@Ｌｉｂ×ライブ ＃2

は、

みなさ～んヽ(^o^)丿８月２６日（日曜日）、南コミュニティセンターせせらぎにて本活部と
図書館南分館の共催イベント【本活部＠Ｌｉｂ×ﾗｲﾌﾞ ＃２ “関西初上陸！読みフェス”】
が開催されたようですよ！１０代、２０代による、１０代、２０代のためのイベント！？いっ
たいどんな内容だったのか？(＠_＠;) さっそく潜入レポ開始だ！

ポスター・チラシは
本活部員の手作り！

10 代、20 代の人たちが
“本”をテーマに交流するコミュニティ♪

本を読む楽しさと、読書だけでは
得られない体験を共有して、それを
きっかけに本友(ホントモ＝好きな本
の事を語 り合 える 友だち)を作 りた
い！作ってもらいたい!!と、本活部員
と図書館スタッフは思っています。

図書館南分館を拠点にしたクラブ活動や
サークル活動のようなイベントです。
※Ｌ ｉｂ= ライブラ リー (図 書 館 ) ラ イブ=生 (な ま )

１３：００ オープニング

前半はトークタイム

(なんでもバスケット)

グループに分かれてテーマにそって、自
分のお気に入りの本を紹介しました。ア

トークタイム①
テーマ：夏に 読みたい本

イスブレイクをはさんで参加者の緊張
をほぐしながら、本活部員も輪に入って

※中 学生 以 下 と 高 校 生以 上 でグ
ループ分け

アイスブレイク②

トークを盛り上げていました。

(イラスト伝 言ゲーム)
テーマ：無 人島に
持って行きたい本
※くじ引きでグループ 分け

１５：００ フリータイム
↓↓ブース紹介↓↓
① 本 活部おすすめ 本

初 回 は ３ 月 １ ７ 日 、“ 赤 毛 の ア ン
の春色キッチン”と題したイベント
を開 催。❤ 本×お 菓 子 作 り❤が
テーマでした。『赤毛のアン』に出
て くる お 菓 子 作 り と 作 品 へ の 熱
愛 トー ク で 、 お い し い ＆ 楽 しい ひ
とときでした(#^.^#)

１０代～２０代の本大好き集団(*^_^*) 今回から本格的に【本活部＠Ｌｉｂ×ライブ】の
企画・運営を担当してくれました。市内在住・在学の中・高・大学院生１２人の部員た
ちのがんばりで盛り上がった “関西初！読みフェス”。現場のレポはこちらから

アイスブレイク①

トークタイム②

本との出会い、本好き
な人との出会いの場、
それが【本活部＠Ｌｉｂ×
ライブ】なんです。

後半はフリータイム
会場内の７つのブースを巡りながら、本につい
てもっと語り合ったり、気になる本をひたすら
読んだり、それぞれが思い思いに楽しんでいま
した。みんなが少しずつ執筆したリレー小説
は、近日中に公開予定との事！お楽しみに♫
現場からは以上です＼(◎o◎)／！

②奈 良北 高校 文 芸部
③生 駒の作 家
④みんなの本棚

興 味 深 い本 が 多 く、 読 み たい
と思う本 がふ えた 。／ いろ いろ
なジャンル の 本を 知れ ました。
／ 普 段 本 に つい て 話 す ことが
あまりないので 良かった。／運
営して いる 人 がみんな 気さくで
仲良く話せて良かった。

(古本＆替え 本コーナー)
⑤リレー小説 “ネバー
エンディングストーリ―”
⑥オリジナル
ブックカバーを作ろう
⑦生 駒のおいしい水
１６：００ エンディング

生駒市内に在住・在学・在勤の、中学生以上２０代の人なら、
だれでも入部できます。本が好きな人、図書館が好きな人、
イベントが好きな人、大歓迎ですヽ(^o^)丿ふだんは第２・第４土曜日の１３時から図書館南分館
（☎７７－０００５）でゆる～く（？）活動しています。興味のある人は、お電話ください～(^o^)／

★図書館・室のあいている時間★
休館 日： 月曜 日 (祝日 は開 館 )、館 内整 理日 (原 則第 １金 曜 )、 年末 年 始

本の 検索 、予 約な ども でき ます 。

開館 時間 ：９ 時３ ０分 ～１ ７時

生駒 市図 書館 ホー ムペ ージ
http://lib.city.ikoma.lg.jp/

生駒 駅前 図書 室 は 平日 （火 ～金 ）２ ０時 まで 開館

