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ジブン
アップデート
品川区立図書館にあるちょっと
新しい自分になれる本を紹介します。
本を借りて、おうちでも楽しく
自分を磨いてみませんか。

マインドアップデート
～まずは内面から新しく～

スキルアップデート
～仕事や勉強に役立つ技術を高めよう～

スタイルアップデート
～体型、ファッションを変える～

カラダアップデート
～食事や睡眠を見直してより健康に～

ラグビー日本代表を変えた
「心の鍛え方」
荒木香織/著
講談社＋α新書
ISBN：978-4-06-272929-1
請求記号：783.4/ア
なかなか知る機会のないメンタルの
鍛え方が学べる本。アスリートのメン
タルの保ち方から一般の社会人、学
生にも役立つスキルが分かります。

人生を整える「瞑想」の習慣
加藤史子/著
日本実業出版社
ISBN：978-4-534-05635-1
請求記号：498.3/カ
どこでも１回１分から、気軽にできる
瞑想を始めてみませんか。心の整理、
疲労回復、快眠などが期待できます。

精神科医が教えるストレスフリー
超大全　人生のあらゆる「悩み・
不安・疲れ」をなくすためのリスト
樺沢紫苑/著
ダイヤモンド社
ISBN：978-4-478-10732-4
請求記号：498.3/カ
ストレスがかかっても、しなやかに
生きていくための方法が読み
やすくまとめられています。

30日でスキニーデニムの
似合う私になる
森拓郎/著
ワニブックス
ISBN：978-4-847-09710-2
請求記号：595.6/モ
気軽にできるストレッチで体の歪みが
とれ、真っすぐ綺麗な脚が目指せます。

忙しい人のための「自重筋トレ」
比嘉一雄/著
光文社新書
ISBN：978-4-334-03934-9
請求記号：780.7/ヒ
器具を使わない筋トレで、誰でも自
宅でボディメイクに取り組めます！

顔診断×骨格診断で最高に
似合う服を選ぶ！
冨澤理恵/著
三笠書房
ISBN：978-4-8379-2813-3
請求記号：589.2/ト
セルフ顔診断＆骨格診断で、着てみ
たら思っていたのと違う…を減らせる
本。「似合う服」を勉強してみませんか。

スキルアップ！ 情報検索
基本と実践 新訂第2版
中島玲子、安形輝、宮田洋輔/著
日外アソシエーツ
ISBN：978-4-8169-2862-8
請求記号：007.5/ス
今求められるスキル、「調べる力」が
基礎からしっかり身につく本。レポー
トや就活にも役立ちます。

スペースキーで見た目を整える
のはやめなさい 8割の社会人が
見落とす資料作成のキホン
四禮静子/著
技術評論社
ISBN：978-4-297-11274-5
請求記号：007.6384/シ
美しさ、作成スピード、共有性の高
いワード、エクセル資料をつくるポイ
ントが分かります。

ゼロから身について一生使える! 
プレゼン資料作成見るだけノート
高橋佑磨、片山なつ/監修
宝島社
ISBN：978-4-800-29613-9
請求記号：336.4/フ
マネするだけで、「シンプル」で「相
手に伝わる」プレゼン資料が作成で
きます。

健康な心と体をつくる栄養の基本
新しいタンパク質の教科書
上西一弘/監修
池田書店
ISBN：978-4-262-16580-6
請求記号：498.5/ア
タンパク質だけでなくPFCバランス
など食事全体の基本が分かる本。
しっかりタンパク質がとれるレシピが
役立ちます。　　　

心と体の不調に効く
ハーブティーブレンドBOOK
おおそねみちる/著
講談社
ISBN：978-4-06-219021-3
請求記号：499.8/オ
さまざまな悩み別におすすめのハー
ブティーが紹介されています。あなた
の悩みを和らげるブレンドがあるかも。

驚くほど眠りの質がよくなる
睡眠メソッド100
三橋美穂/著
かんき出版
ISBN：978-4-7612-7092-6
請求記号：498.3/ミ
朝すっきり目覚める方法はもちろん、
どうしても徹夜しなければいけないと
きのポイントまで載っています。

請求記号： 図書館の本はテーマごとに分類され、この記号が付けられています。
 表示された記号の棚に行くことで、探している本や関連する本を見つけることができます。
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図書館　　　アップデート中！
図書館の使い方って、図書館に行って・本を探して・読んで・借りて・返して…だけと思っていませんか？
いま図書館は、おうちからでも便利に使ってもらえるようアップデート中なんですよ♪
品川区立図書館で今年始まったばかりの新サービスも紹介します！

品川OPAC

カーリル

Web

しながわ電子図書館

NAXOSNAXOS

検索結果一覧からタイトルを選択すると本の詳細へ。
さらにタイトルやシリーズ名をタップで、同名の本(シリー
ズ)のみに絞って検索し直せます。
どこの図書館にある本かも確認できますよ♪。
検索結果が多すぎるときは、絞り込み検索も活用してみ
てください！

品川区立図書館のウェブサイト
には、便利なコンテンツがそろっ
ています。

探す本に迷ったら
「お勧めコンテンツ」

まずは検索窓へキーワードを入力！
チェックボックスを使って、本を絞
り込むこともできます。
さらに詳細な条件を指定する場合
は［詳細検索］へ。

AND :入力したキーワードすべてを含む本を検索
OR :入力したキーワードのどれかを含む本を検索
NOT :入力したキーワードを含まない本を検索
前方 :前方一致検索　入力したキーワードが最初に来る本を検索
中間 :中間一致検索　入力したキーワードが中間に来る本を検索
後方 :後方一致検索　入力したキーワードが後方に来る本を検索

カーリルでは全国の図書館（大学図書館にも対応！）の所蔵情報と貸出情報を検
索できます。通勤通学などで区外の図書館を利用したいときや、希少な資料を
探したいときにおすすめ！ よく使う図書館や学校、市区町村を【お気に

入り図書館】に設定しておけば、必要な図書
館の結果だけがすぐにわかります。 

図書館にある本は詳細画面
から予約！ Amazonや他の
サービスへのリンクもあって
購入や登録も便利。

なにを読もうかな？と迷ったときは新刊、
話題の本、おすすめ本の特集へ！

全国の図書館と繋がる⇔
カーリル
https://www.calil.jp/

スマホからも簡単検索♪
OPAC
https://www.shinagawa-lib.jp/s/

品川区立図書館のホームページ
https://library.city.shinagawa.tokyo.jp/

ネットで手軽に♪
しながわ電子図書館
https://www.d-library.jp/shinagawa/g0101/top/

200万曲以上聴き放題！
ナクソス・ミュージック・ライブラリー
https://ml.naxos.jp/

今日の行動範囲に図書館がない！出先だけど本が読みたい！
そんなとき電子図書館なら、24時間365日いつでも電子書籍を借りられます。
利用できるタイトルは今後どんどん増えていく予定です。
特集もぜひチェック！

クラシック音楽に特化した音楽データベース・ストリーミング配信サイト
（一部、ジャズや民族音楽などもあり）。
CD約13万枚分・楽曲数200万曲以上がお手持ちのPCやスマホで聞き放題！
曲目・作曲家解説、オペラの脚本、月ごとのプレイリストや特集など、曲以外
の項目も充実しています。 

絞り込み検索 検索条件の意味
順番に読みたい本がある！
そんなときには、順番予約をご利用ください♪

「指定順での受取を希望する」を選んで読みた
い順番を指定するだけ。
2巻3巻は来たのに1巻が来ないまま返却期
限が～！なんてことがなくなります♡
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※社会情勢により営業時間、サービス内容等は変更される場合が
　ございますので、ご訪問の際には直接各店舗までご確認ください。

東急池上線『荏原中延駅』より徒歩5分。他、浅草線
や目黒線の駅、武蔵小山商店街からも歩ける場所に
ありアクセス良。温水プー
ルと図書館が１つの建物
に入っており雨の日にも
オススメの施設です。

街探検の間に図書館で休憩♪

荏原図書館
東京都品川区中延 1-9-15
TEL：03-3784-2557
◎開館時間：9:00 ～ 20:00（月～土）
　　　　　　9:00 ～ 19:00（日祝）
◎休館日：毎月第４月曜

　武蔵小山図書取次施設
東京都品川区小山3-22-3
TEL：03-3782-8310
◎開館時間：8:00 ～ 19:00（月～金）
　　　　　　10:00 ～ 15:00（土日）
◎休日：国民の祝日（祝日が日曜日の場合、翌月曜は10～15時で開業）

予約資料の取次サービス（貸出・返却）のみの取扱いです。

おさんぽ美術館
杉浦 さやか（著）
出版社社 : 白泉社
ISBN： 978-4-592-73275-4

なかなかお出かけ出来ないご時世で
すが美術館なら静かに楽しく過ごせ
るはず。行けなくても見ているだけで
ワクワクする本です。様々な街の美
術館を巡りながらその街のカフェや
雑貨屋さんもかわいいイラストでご
紹介する、よくばりツアーガイド。

ランチ酒
原田ひ香（著）
出版社 : 祥伝社
ISBN： 978-4-396-63534-3

武蔵小山の肉丼と芋焼酎、不動前
のうなぎと冷酒など作中に登場する
店舗にはモデルとなったお店があり
ます。職業「見守り屋」の祥子が夜
勤明けの晩酌ならぬ「ランチ酒」で
最高のグルメとお酒で癒される。絶
品五つ星小説！

Pick up
再開発で活気づく武蔵小山エリア

新旧の空気が入り混じる魅力ある街を紹介します

ビオトープ

オーナーの小助川さんと田尻さん

オーナーの山﨑さん　

シェフの根本孝幸さん　

代表の野口航太さん　

オーナーデザインのマグカップ

あいがけカレー
(チキン＋キーマ)

近隣に都内最長の800ｍのアーケードの武蔵小山(パルム)商店街を有し商売繁盛の神としても信仰されています。小山八幡神社からの分祠にて創建され、御祭神である「誉田別命（ホンダワケノミコト）」は「応神天皇」「八幡さま」の名でも知られており、毎年秋に開催される両社祭は付近の町内からは七基の大神輿山車が繰り出し賑わいをみせます。

新・旧がマッチしている内装で常連客から新しいお客様も楽しんでもらえる新しい形の銭湯です。なんといってもロビー中央にある巨大な本棚が迫力満点です。銭湯でお風呂に入るという日常の延長線上で生活圏内に本と触れ合える場所を増やしたいという想いでブックカフェや出版社とも積極的にコラボしておりたくさんの本があって入浴客を楽しませています。

自家焙煎が売りで店
舗内には大きな焙

煎機が鎮座しています
。焙煎がメインな

ので他店舗に比べコ
ーヒー豆の販売と

ドリンクのみでメニュ
ーは厳選している

のが特徴。コーヒー豆
は生豆を独自の

ルートで自社輸入して
いるなどこだわり

を持っているが「コー
ヒーにこだわりの

ない人達が気付かな
いうちに美味しい

コーヒーを飲んでいる
世界にしたい」と

のことで気取らず気さ
くなスタッフが接

客してくれます。コー
ヒー豆200ｇ購入

につきドリンク一杯サ
ービス。

武蔵小山商店街の守り神武蔵小山商店街の守り神

おいしいコーヒーを
もっと普通に

おいしいコーヒーを
もっと普通に

Spot2Spot2

Spot8Spot8

NOG COFFEE ROASTERS 武蔵小山焙煎所

東京都品川区小山 4-6-15

TEL：050-6876-7424

◎営業時間：12:00 ～ 18:00（木・金）11:00 ～ 18:00（土・日）

◎定休日：月～水曜日

三谷八幡神社
東京都品川区小山 5-8-7TEL：03-3782-2615武蔵小山駅より徒歩 5 分

東急目黒線の地下化
に伴い、その上部

を利用して造られた児
童遊園。

ビオトープ風の流れ、
健康遊具、鉄道敷

地であることを示した
電車風のパーゴラ

などユニークな施設が
あります。

武蔵小山でお買
い物したらここで休

憩
武蔵小山でお買

い物したらここで休
憩Spot1Spot1

武蔵小山緑道公園
東京都品川区小山 4-10-1

小山 5-4-1、小山 5-3-1

銭湯×BOOK＝ネオ大正ロマン
銭湯 ×BOOK＝ネオ大正ロマン

Spot3Spot3

東京浴場
東京都品川区小山 6-7-2TEL：03-6421-5739◎営業時間：5:00 ～ 8:00、14:00 ～ 26:00◎定休日：火曜日（祝日の場合は平日に振替休業）

ロンドンの同じコンセ
プトの施設か

らインスピレーション
を得たという

コンテナを使った開
放感のある施

設でクラフト・サステナ
ブル・コミュ

ニティがこだわり。飲
食スペースだ

けでなくステージもあ
るため品川区

在住の芸能や音楽関
係の方を招い

たイベントや近隣に住
むファミリー

の利用でお子様の誕
生日会の予約

等も受け付けている
そう。下の店

舗で食べ物を購入し
観葉植物など

の緑が豊かな二階席
で飲食も可能

です。

気持ちのいい新名
所出現

気持ちのいい新名
所出現Spot4Spot4

Craft Village NISHIKOYAMA

東京都目黒区原町 1-7-8

東急目黒線 西小山駅より徒歩 30 秒

◎定休日：不定休

行列のできる西小
山のカレ－屋さ

ん
行列のできる西小

山のカレ－屋さ
んSpot5Spot5 区民の憩いの場区民の憩いの場

小さかった女
東京都品川区小山 5-25-14 カーサファイブ 1F
TEL：03-6887-2292
◎営業時間：11:30 ～ 15:00
   　　　　　（ランチのみ営業・要確認）
◎定休日：月曜日

スクエア荏原
東京都品川区荏原 4-5-28
TEL：03-5788-5321 
◎開館時間：9:00 ～ 21:30

アンティーク調の海外を思わせる店構えに確かな味と彩り豊かなパンが並んでいます。地域密着とのことで焼き立てのパンが味わえるカフェスペースは車いすやベビーカーが入りやすいように工夫されています。創業15周年、ロングセラーで地元の方から愛されているお店です。

大人のパン屋さん
大人のパン屋さん

Spot7Spot7

ネモ・ベーカリー＆カフェ 武蔵小山本店東京都品川区小山 4-3-12 TK 武蔵小山ビル 1FTEL：03-3786-2617◎営業時間：9:00 ～ 20:00　◎定休日：水曜日

パルム商店街の一角に
構え、アー

トや古書の収集好き
が高じて美

術品や本を楽しんでも
らう空間を

作ったというだけあっ
てアート作

品や本が豊富に取り
揃えられて

います。畳の絵本スペ
ースがあり

大人だけでなく子供も
楽しめるよ

うになっています。時
間制で1時

間500円（カフェメニ
ュー 1杯）

で、以降30分ごとに250
円。

WiFiと電源が使用で
き、軽食や

飲み物の持ち込みが可
能です。

にぎやかな商店
街に佇むアート空

間
にぎやかな商店

街に佇むアート空
間Spot6Spot6

品川小山 美の図書館
東京都品川区荏原3-8-6 2階

◎営業時間：13:00 ～ 19:00　

◎定休日：月・火曜日

変わった店名は美術学校出身の店主が描いた絵画のタイトルを名
付けたとのこと。まったくのオリジナルで作ったというスパイスカレー
は添加物や小麦粉を一切使っていない体に優しいカレーでコクを出
すための甘味料さえも手作り！一緒に頼めるコーヒーは旗の台の名
店コンパスコーヒーからお店のスパイスカレーに合うオリジナルの
コーヒーを作っていただいたそうです。明るい店主と体に良いスパイ
スで、とっても元気になれるお店です。店内には店主所有の本がた
くさん置いてあります♪

旧平塚小学校跡に建設された総合区民会館。
ワンスロープ型で音楽から演劇・講演など多目
的な利用が可能な「ひらつかホール」をはじめ、
イベントホールやアリーナ、スタジオ、展示室、
和室など、スポーツ活動・文化芸術活動に役
立つ施設を備えています。近隣の町会の区民避
難所に指定されています。最近は会議室をテレ
ワークで利用されることもあるそう。天気が良
い日だと最上階の和室の窓から富士山が見ら
れるとのことです。併設の公園広場には小さな
遊具もあり、週末は家族連れで賑わいます。

Spot9Spot9
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　毎週、区立図書館全館で
開催中です！
※各図書館の詳しい開催日
時については、別途おはなし
会のチラシをご覧いただく
か、区立図書館ホームペー
ジをご確認ください。

　図書館おすすめの本を紹
介したブックリストを区立図
書館で配布しています！
　区立図書館ホームページ
にも掲載していますので、ご
覧ください。

　4カ月検診を受けられたお
子様に、乳幼児向けの絵本
やブックリストをお渡しして
います。
※絵本は引換券との交換と
なります。

　図書館の利用カードは0
歳から作ることができます。
　また、小学校・義務教育学
校1年生までのお子様が利
用カードを作ると、黄色い図
書館バッグをプレゼントして
います。

二葉図書館 【最寄】
東急大井町線「下神明」駅より徒歩1分

【住所 / 連絡先】
品川区二葉1-4-25
☎ 3782-2036　Fax 3782-9430

第10回　親子で楽しめる！ アットホームな図書館

下神明駅から徒歩1分の、交通の便が良い図書館です。近くには神明児童遊園（通称
タコ公園）やしながわ中央公園があり、図書館の行き帰りに立ち寄ることができます。

英語の絵本を読んでみよう
品川区立図書館には、英語の絵本もあることをご存じですか。

読んだことがある本も、英語で読むと新たな発見があるかもしれません。

言語を変えて、いつもの絵本をアップデート！

英語でもよめる　
はらぺこあおむし
エリック・カール 作 
もり ひさし 訳
偕成社
ISBN: 978-4-03-328320-3
小さなあおむしが、りんご
やなしを食べ、立派な蝶に
なるまでを、色鮮やかに描
いた絵本です。

品川図書館の外国語絵本の本棚

韓国語、中国語の
絵本もあります

グローバルおはなしルーム

　品川図書館では、外国人講師等のネイ
ティブによる英語の絵本の読み聞かせ「グ
ローバルおはなしルーム」を、年に一度
行っています。対象は幼児・小学生とその
保護者で、子どもが身近に外国語や外国
文化に触れられる機会となっています。

二葉図書館入り口 近所のタコ公園

見出しの工夫で本が探しやすい

　何のジャンルの本がどこに
あるか探しやすくするため、一
つ一つの本棚に見出しとイラ
ストをいれています。表示を見
ながら本を探してみてくださ
い。わからないことがあれば気
軽にスタッフに聞いてくださ
い。

くつろげるおはなしの部屋

　カーペットが敷いてあるお
部屋は、靴を脱いでゆっくり本
を読める場所です。乳児用の
絵本や大きな絵本も並んでい
ます。また、おはなし会の会場
にもなっています。壁面の季節
の展示も見どころです。

絵本特集コーナーはいつも人気

　児童コーナーに入ってすぐの
左手には、絵本の特集コー
ナーがあります。月ごとのブッ
クリスト「ねぇ、この本よんで！」
の展示は毎回人気で、月に
200～300冊の貸出がありま
す。

ティーンズ向けオリジナルしおりの配布

　ティーンズの本を中心に、月
ごとに季節に合った本を一冊
取り上げて、しおりに表紙と簡
単な紹介文をのせています。
裏面にはQRコードも載ってい
るので、気になったらすぐ予約
ができます。

読みなれた名作から
The Turnip かぶ
斎藤 君子 再話
サラ・アン・ニシエ 英語
小野 かおる 絵
ラボ教育センター
ISBN:978-4-89811-020-1
おおきなかぶを抜くため
に、おじいさんやおばあさ
ん、動物たちが力を合わせ
ます。

教科書でおなじみ

The Goldfish Got Away
きんぎょが にげた・英語版
五味 太郎 作
ロバート キャンベル 英訳
福音館書店
ISBN:978-4-8340-8572-3
きんぎょが水玉のカーテンに紛れ
たり、お花の一部になったり。次
はどこににげたかな？

繰り返しが楽しい
Sumo Mice ねずみのすもう
わたなべ さもじろう 絵
ジェリー・マーティン 訳
鈴木出版
ISBN:978-4-7902-3338-1
おじいさんは、ねずみがすもうに
負けたのを見て、ねずみにもちを
あげることにしますが…。

日本の民話

※本年度は新型コロナウイルス感染症により実施は未定です。
　最新情報は品川区立図書館ホームページでご確認ください。

Do you know ？

児童コーナー
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外装が海鼠塀の土蔵造りだったことで、「土蔵相模」と
呼ばれ高杉晋作、伊藤博文ら幕末の志士たちが密儀を
行った場所として知られています。

江戸名所図会や歌川広重の浮世絵にも描
かれており、鯨塚とは江戸を驚かせた三
大動物の一つ「寛政の鯨」の骨を埋めた上
に建てられた供養碑です。

「日本橋より二里」の碑があり、花壇にはかつて海
岸線の土留めに積まれた石垣を利用しています。

「しながわの虚空蔵さま」と呼ばれる虚空蔵
菩薩を本尊とし、本堂には江戸時代の不動
三尊像や布袋尊なども安置されています。

東海道品川宿の本陣跡。昭和13年に公園
として整備され今に至ります。明治天皇東
幸の際に行在所となったため「聖蹟公園」と
いう名がついています。

和銅2年（709年）創建。古くは貴船社・
天王社・貴布禰大明神・品川大明神と称
し、品川の龍神さまとして有名です。

品川区で最も古い寺院。入口にある大きな銅造地蔵菩
薩坐像は「江戸六地蔵」の一つであり、鐘楼にある大焚
鐘は「洋行帰りの鮭」と呼ばれています。

土蔵相模跡

船溜まり

利田神社（鯨塚）

品川台場（御殿山下砲台跡）

品海公園

一心寺

養願寺

品川神社

聖蹟公園

寄木神社

荏原神社

天妙国寺

品川寺

海雲寺

旧東海道品川宿まち歩きコース
しながわ観光協会：https://shinagawa-kanko.or.jp/recommended_route/kyuutoukaidou/

屋形船、釣り船が舶先を並べる船溜まりか
らは、昔ながらの家並みと高層ビル群が織
りなすコントラストが楽しめます。

幕末に築かれた「品川台場」のひとつです。五稜
形の砲台が築造され、154門の大砲が備えられ
ました。現在は区立台場小学校の敷地となって
います。

安政２年に創建され、旧東海道において裏鬼門の
方角に向いて守碑するお寺です。

文治３年源頼朝により創始され、徳川家康が先勝を祈
願した由緒ある神社です。境内には宝物殿や神楽殿、
板垣退助の墓や富士塚、阿那稲荷神社などがあります。

江戸名所図会に描かれてる漁師町の鎮守。本殿の扉に
描かれた、名工 伊豆長八による漆喰鏝（こて）絵「鏝絵 
天鈿女命功績図」は、品川区指定文化財です。

弘安8年日蓮大聖人の直弟子である天日上
人により創建された顕本法華宗寺院。徳川
家ゆかりの寺院として知られています。

鎌倉時代中期の建長3年に臨済宗の一塔頭として開か
れました。本堂には本尊十一面観音像を安置しています。

START 北品川駅

GOAL 青物横丁駅
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第11話　ゼンジーが順番に増える謎

予約棚に並んでいる新着くんと先輩さん。

先輩さんと一緒に予約棚に並
ぶなんて珍しいですね！

輪ゴムでまとめられてるから同じ利用者に予
約されてるみたいやな

あっ。 あそこ見てください！ 
ゼンジーがいます。あれ？ なっなんだ？！ 
ゼンジーがどんどん増えていく……
よ、四人になった！

ほんまやな

ゼンジーって分身の術が使えるんですか？

そうそう……ってちゃうわ！

ふぉっふぉっふぉ

ゼンジー！

わしらは25つ子なのじゃよ。
今日は全一（1巻）、全治（2巻）、全三郎（3巻）、全
四郎（4巻）が同じ利用者に予約されたのじゃ

あぁ、びっくりした

ゼンジーたちは順番予約されてるみたいやな

順番予約って何ですか？

複数の資料にまとめて予約をかけて、順番に受け取
れるシステムや

全部一度に借りれるのかの？
便利じゃの

残念ながら、そうちゃうねん。順番に利用可能にな
るってだけやねん

というと、これはいったいどういう時に使えるんじゃ？

小説とかの続き物があるやろ？　下巻が先に来ても
話分からへんから、そういう時に使ったら便利や。
上巻が利用可能になって初めて下巻に対する予約が
有効になるんや

つまりゼンジーたちを予約した利用者は全一さん（1
巻）から順番に読みたかったってことですね

なるほどのう

1冊ずつ利用可能になっていくなら、ゼンジーたちが
こんなにはやく４人そろったのはどうしてでしょう？

それは順番予約した時に、在架状態であれば同日中
に利用可能になる場合もあるからや。ゼンジーたち
も同時に予約棚に入らなくて、すこしずつ増えていっ
たやろ

そうじゃった、そうじゃった。わしらが揃うまでには
時間差があったな

ちなみに一度予約した後に、状況が“準備できまし
た”、“準備中です”の表示が出る前なら、新たに予
約を追加したり、順番を変更したり、解除することも
可能やで

それは便利ですね！

先輩さんは教え方がうまくなったのう。成長した姿
が見られてうれし涙が出てくるわい

ゼンジー、あざっす

気安く呼ぶでない

おぉ、ゼンジーのそれひっさしぶりに聞いたわぁ

それにしてもゼンジーたち、そっくりすぎて全然見分
けがつかないな。これまでボクが会っていたゼンジー
はいったい何巻さんだったんだろう……

vol.11 歴史散歩編「品川宿」

都市開発により高層ビルが立ち並び、多くの商業施設に
より活気に満ちた品川区。その地名は古くは平安時代より見
られ、江戸湾の港として長く栄えてきました。

今からおよそ400年前に徳川家康が整備した五街道のひ
とつである東海道。日本橋からの第一宿であり、江戸の玄関
口となった品川宿は、今
年映画化され話題となっ
た浮世絵師葛飾北斎や

「東海道五十三次」で有名
な歌川広重（初代）がその
賑わいを描いたことで有
名です。

明治時代になると宿駅制の廃止と鉄道の開通により姿を
消してしまいましたが、その名残は今も残っています。新しい
物や技術、目まぐるしく変わっていく風景もありますが、たま
には一息ついて過去に思いを馳せて散歩してみませんか？　
今回はしながわ観光協会でおススメしている、まち歩きのひ
とつを紹介します。このコース以外にもしながわ観光協会や
品川区立図書館所蔵の書籍などでも品川の今が旬のスポッ
トを紹介するまち歩きを紹介しているものがあるので、興味
がある方はぜひ他のまち歩きも挑戦してみてください！

品川区立図書館では品川宿や品川の歴史に関しての文献
を多く所蔵しています。ぜひ、これを機会に詳しく調べてみて
ください。

図書館は日 ア々ップデート中！　次回、熱血新着くん！！最終話。
新着くんがたどりついた未来は―。

歌川広重　「東海道五十三次 品川 日之出」

葛飾北斎「東海道五十三次 品川 川崎へ二里半」

本名は全集爺。全25巻か
らなる古典文学全集。

ゼンジー新着くん

先輩さん
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