
日本語の本がいっぱい！ 
ジャパンタウンのすぐ近くに北カリフォルニアで最大の日本語

のコレクションを持つ公共図書館があるのをご存知ですか？ 

サンフランシスコ公共図書館の 

ウェスタンアディション分館です。

 最新の日本語書籍やコミック

 数々のベストセラーや受賞作品

 絵本をはじめとした児童書

 雑誌や新聞（朝日新聞、 文芸春秋、家庭画報、クロワッサン、Brutus等）

 人気のミュージックCDやDVD

 日本語でのコンピュータ/テクノロジーヘルプ

 日本語での読み聞かせ会（2歳までのお子さんが対象）

 その他様々な無料プログラム、催し物（過去には日本映画鑑賞、餅つき等）

 無料Wi-Fi (インターネットアクセス)

 親切な日本人スタッフ

月曜日 10am-6pm 

火曜日 10am-6pm 

水曜日1pm-8pm 

木曜日 10am-8pm 

金曜日 1pm-6pm 

土曜日 10a-6pm 

Western Addition Branch Library 

1550 Scott St (@Geary Blvd) 

San Francisco, CA 94115 

(415) 355-5727 sfpl.org 

ジャパンタウンから約西に３ブロック。Scott Stに面しておりGeary Blvd とPost Stとの間にあります。 

開館時間 

カリフォルニア在住の方であれば、誰でも無料でライブラリーカードを発行できます。カリフォル

ニア免許書、もしくはパスポートと現住所を示すもの（消印された手紙や請求書等）が必要です。 

a 



ライブラリーカード申込書

サンフランシスコ公共図書館のライブラリーカードの申し込みには、写真付身分証明書 （カリフォルニアID、運転免許
証、もしくはパスポート等）とカリフォルニア州内の現住所を確認できるもの（自分宛の手紙や公共料金請求書等）が必
要となります。写真付身分証明書 に現住所が記載されている場合は、住所確認のための手紙等は必要ありません。申込
者が12歳以下の場合は、親、又は保護者の署名が必要です。

SFPL 304j rev. 10/13

日付

活字体のローマ字で記入して下さい

生年月日 ______ / ______ / ______
月             日             年

年齡 0-12歲 13-17歲       18-64歲       65歲以上

名姓

住所 カリフォルニア州在住の証明が必要です）

市 州 郵便番号

電話番号

サンフランシスコ公共図書館のプログラ
ム、サービス等に関する情報をEメールで
受け取ることを希望します。

Eメールアドレス （Eメールで図書館からのお知らせをします）
@

運転免許証/その他のID

言語選択：
英語 中国語 スペイン語 ロシア語 ベトナム語 タガログ語 日本語 その他

PIN:暗証番号
（最低４桁を選んでください）

PIN（暗証番号）は図書館でセルフチェックマシーンを使用したり、オ
ンラインで本やCD, DVDなどの貸し出しの予約や延長をしたり、コ
ンピューター の予約を入れたり、更に、図書館のオンラインリソー
スやコレクションに、または自分の図書利用記録にアクセスする際
に必要となります。 

図書館の規則に基づき、図書館又は図書等やコンピューター を利用することに同意します 。
図書等を破損、紛失したときは賠償し、返却が遅れた場合は延滞料を払います。カードの紛失や盗難の際にはすぐに図書館に
連絡し、それを怠った場合、このカードにかかった罰金に対して責任を持ちます。又、住所や連絡先等,あるいは保護者の変更が
あった場合はそれを図書館に知らせます 。

署名

以下記入の必要はありません

Agency:Type:   JV   YA   AD   SR   ST   BU   RC   VC

Initials:pNumber: ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

保護者署名
（申込者が12歳以下の場合）

名前
（活字体のローマ字）



サンフランシスコ公共図書館ウェスタンアディション分館 
2015 年 11/12 月新着書籍 (児童向け) 

 

アラスカの小さな家族 バラードクリークのボー 
カークパトリック・ヒル, レウィン・ファム 作、田中 奈津子 訳 
発行年／月：2015 年 1 月 

コールナンバー：JAPANESE jF HILL 
 
舞台は 1920年代後半、アラスカの小さな町。ゴールドラッシュで押し

よせていたさまざまな国の鉱夫たちは消えつつありましたが、残った

人々はアラスカの大自然の中、人種や言葉、文化、年齢をこえてなかよ

く暮らしていました。5歳のボーは、血のつながらない「父さんたち」

に、自分がもらわれてバラードクリークへやってきた話をしてもらうの

が大好きなのです…。美しい自然と、心でつながるやさしき人々の姿。2014 年スコット・オデ

ール賞受賞! 

 
金色のキャベツ 
堀米薰 作／佐藤真紀子 絵 

発行年／月：2014 年 12 月 
コールナンバー：JAPANESE jF HORI 
 

あたし、わすれない!このキャベツ畑を、ぜったいにわすれないから!

夏休み、あたしは両親にないしょで、大好きな仁ちゃんのはたらくキ

ャベツ畑へ行った。そして、テストもピアノの発表会もない高原の畑

で、「キャベツで生きてる」人たちに出会った―。 
 

しろくまだって 
斉藤洋 作／高畠純 絵 
発行年／月：2014 年 12 月 

コールナンバー：JAPANESE jF SAIT 
 

マルクとカールはしろくまの兄弟。人間の落としていったラジオで言葉

をおぼえた二人は、町へ出て行き“しろくまじるしの宅配便”で大あた

り。好奇心にあふれた二人の生き方をユーモアたっぷりに描いた楽しい

読み物です。ホワイト・ベア・ブラザーズ新装版でパワーアップ。 

 
かぐやのかご 
塩野 米松 



発行年／月：2014 年 11 月 

コールナンバー：JAPANESE jF SHIO 

 
学校からの帰り道、大きな声でないていた清香に、竹のたばをかかえ

たおばあちゃんが、話しかけてきました。「じょうちゃん、わるいど

も、ちょっとこれもってけれ」竹のたばをおしつけられ、清香のなみ

だは思わず止まりました。おばあちゃんは、ザル作りの名人だったの

です。まほうのような手さばきで、やわらかく形を変えていく竹を見

るうちに、清香の心はしだいに安らいでゆき…。 

 
リリコは眠れない 
高楼 方子 作／松岡 潤 絵 

発行年／月：2015 年 1 月 
コールナンバー：JAPANESE jF TAKA 
 
「スーキー!!」眠れない夜、リリコは、奇妙な絵の中に、会えなくな

った大切な友だちの姿を見つけた。追いかけようとした瞬間、リリコ

は絵の中へ―。汽車に乗り、ふしぎな旅をつづけた先に、リリコが見

たものは…。幻惑と、深い感動の物語。 

 

ケロニャンヌ 
安田 夏菜、 しんや ゆうこ 
発行年／月：2015 年 4 月 

コールナンバー：JAPANESE jF YASU 
 

カイトくんはちょっと太めで、運動が苦手。「運動神経ゼロ」っ

て、同級生のヨシキくんとルカちゃんがからかってくるから、よけ

いに恥ずかしいし、みじめな気持ちになってしまうんだ。 

 

それだけじゃない。かわいがっていた、ネコのマリニャンヌにつづ

いて、ちっちゃなみどりのアマガエルのケロポンまで、ジュミョウ

になって天国に行ってしまった。 

 

悲しくて悲しくて学校をお休みしてしてお昼まで寝ていたカイトく

んのベッドに、へんな動物が「ふせ」をしたかっこうで現れた。ネコみたいだけど、大きな目

が離れていて、ちょっと飛び出ている。だいたい、みどり色の毛をしたネコって、見たことあ

る? その動物はこんなことを言い出した。 

 

「そうです。わたしは、ケロポンとマリニャンヌです。二ひきで一ぴきになったのです。」 



サンフランシスコ公共図書館ウェスタンアディション分館 
2015 年 11/12 月新着書籍 (大人向け) 

 
おまえの手を汚せ 
佐伯 龍一 
発行年／月：2014 年 11 月 
コールナンバー：JAPANESE F SAEKI RY 
 
主人公は二人の男。一人は総合商社のエネルギー事業本部課長。強

欲な資源大国ロシアと命を削る交渉を行い、モザンビークで天然ガ

ス田採掘が成功するまで孤独な生活を強いられる。もう一人は日本

最大自動車メーカーのインド工場の副工場長。グローバル化戦略の

ため本社が新興国での現地生産に突き進む中、たった一人で「ケイ

レツ」にこだわる。「俺たちで必ず日本を変える」と約束し合った

彼らの活躍は、社内で異端視され、多くの摩擦を引き起こすが、東

日本大震災の後、俄然注目を浴びる―。現役商社マンが書いたビッグビジネス内幕小説。 

 

地方消滅 - 東京一極集中が招く人口急減 
増田 寛也 
発行年／月：2014 年 8 月 
コールナンバー：JAPANESE 304.6095 M396c 
 
このままでは 896 の自治体が消滅しかねない―。減少を続ける若年女性人口の予測から導き出

された衝撃のデータである。若者が子育て環境の悪い東京圏へ移動し続けた結果、日本は人口

減少社会に突入した。多くの地方では、すでに高齢者すら減り始め、大都市では高齢者が激増

してゆく。豊富なデータをもとに日本の未来図を描き出し、地方に人々がとどまり、希望どお

りに子どもを持てる社会へ変わるための戦略を考える。 

 
レシピブログの大人気 レシピ BEST 100 
発行年／月：2015 年 10 月 
コールナンバー：JAPANESE 641.5952 R3118 
 
「レシピブログ」で活躍する大人気ブロガー26 名が、人気レシピラ

ンキング上位の中から自ら選んだイチオシレシピばかり 100 品集め

ました! 料理法別、食材別インデックスもついて作りたいおかずが探

しやすい!  
 
 
 
 



スター · ウォーズファンの心に響いた 111 の言葉 
発行年／月：2015 年 4 月 
コールナンバー：JAPANESE 791.4375 Su831 
 
15,641 票を集めた『名言投票』から誕生した、日本のファンのため

の、日本だけの感動作! 

 
誰も書けなかった「笑芸論」 森繁久

彌からビートたけしまで 
高田 文夫 
発行年／月：2015 年 3 月 
コールナンバー：JAPANESE 792.7095 T1392d 
 
彼らはなぜ面白いのか!?全部、見たこと、出会った人。「笑い」と共に

生きた六〇年、伝説のすべてを晒す「体験的笑芸論」。 
 

 

きみは赤ちゃん 
川上 未映子 
発行年／月：2014 年 7 月 
コールナンバー：JAPANESE 895.646 K1795k 
 
35 歳ではじめての出産。それは試練の始まりだった! つわり、マタニ

ティー・ブルー、出生前検査を受けるべきかどうか、心とからだに訪

れる激しい変化、そして分娩の壮絶な苦しみ……妊婦が経験する出産

という大事業の一部始終が、作家ならではの観察眼で克明に描かれま

す。これから生む人、すでに生んだ人、そして生もうかどうか迷って

いる人とその家族に贈る、号泣と爆笑の出産・育児エッセイ! 

 
恋するおむすび "ごえんむすび"の作りかた 
SHIORI 
発行年／月：2014 年 12 月 
 
女性から絶大な支持を得るフードコーディネーターSHIORI さんが監

修した初めてのおむすび本。この本では、おむすびの基本的なレシ

ピのほかに、おいしいお米の炊き方やおむすびの作り方を提案しま

す。お米の魅力を追及する一冊です。 
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