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まゆゆ 816♪さん

が
すごい!

この

みなさんが日々はてな？に思っていることを解決して
いくこのコーナー！今回の「はてな？」は・・・

アンケートの結果が発表されました
是非チェックしてみてね！
文庫部門

1 位『りゅうおうのおしごと！』
2 位『86-エイティシックス-』
3 位『<Infinite Dendrogram>
-インフィニット・デンドログラム-』
単行本・ノベルズ部門

1 位『本好きの下剋上』

血は、生きていくためにとっても大事だから流れてい
ます。心臓がポンプした力で血管を通って、体の色ん
な場所に行って、必要な酸素や栄養を運んでくれま
す。そして、いらないものは外に出してくれます。
そんな血は、骨の奥にある、「骨髄（こつずい）」という
場所で作られています。骨髄には、血を作るための細
胞があって、それが増えていくことで作られるんだそ
う！
人間の体は、調べれば調べるほど不思議～！

2 位『蜘蛛ですが、なにか？』
3 位『幼女戦記』
『このライトノベルがすごい! 2018』
「このライトノベルがすごい!」編集部∥編・宝島社より
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＜参考文献＞
『血液のふしぎ絵事典』
梶原 竜人∥監修 ＰＨＰ研究所

後藤

先日、高校からの友人が出産しました。
その子は双子の妹で、自分も産むなら双子が
いいと昔から言っていました。残念ながら双子
ではなかったけど、お父さんそっくりのかわい
い男の子で、とても幸せそうです(*^-^*)

みわこ（ごとう・みわこ）

1961 年愛知県生まれ。日本工学院専門学校
放送制作芸術科卒。
「ママがこわれた」で第 17
回福島正実記念 SF 童話賞受賞。
他の著書に
「ぼ

双子のお姉ちゃんは現在九州の方で暮らして
いるのですが、帰省した時は子育ても手伝っ
てくれるそうです。その話を聞いてある疑問
が・・・。
子どもは自分のお母さんがふたりいる！って
混乱しないのかな？それともどんなに顔がそ
っくりでも自分のお母さんはすぐわかるんで
しょうか。今はまだ、
ぼんやりとしか見えていない
みたいだけど、大きくなったら
どんな反応をするのか
楽しみです(^O^)

くのプリンときみのチョコ」など。

＊＊＊＊

おすすめ作品
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『ぼくのプリンときみのチョコ』
講談社
晴彦は若森西中の 2 年生。
クラスメイトの志麻子と幼な
じみの真樹を誘って、アミュ
ーズメントパークへ出か け
た。しかし、その夜から、志
麻子と真樹にある変化が…。
ふたりの抱えるヒミツにどう
する晴彦?

（図書館スタッフ：A・T）

＊作家・本の紹介文は「TRCMARC」より

映画化
『鋼の錬金術師』
『ムーミン谷と
ウィンターワンダーランド』
『スターウォーズ
最後のジェダイ』
『パディントン 2』

井上 真
トーベ ヤンソン

スクウェア・エニックス
講談社

ジョージ

ルーカス 文藝春秋

マイケル

ボンド

福音館書店

図書館の一般室で資料展示をしています☆
何を読んだらいいのか迷っている あ・な・た
ぜひ一度立ち止まって見てみてね～

１２月
【ゲームの世界】
告白･･･わたくしも昔はゲーマーでした。

『レベル 4』
『高校生からのゲーム理論』
『ノーゲーム・ノーライフ』など

１月
【世界の○○】
♪世～界は～せ～まい～♪♪

『こんなに厳しい!世界の校則』
『世界の国 1 位と最下位』
『世界のシェー!!』など
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イラスト：東莉緒さん

＊本の紹介文は「TRC MARC」より

人生を豊かにする学び方

自分のことがわかる本

002

安部 博枝∥著

汐見 稔幸∥著 筑摩書房

159

岩波書店
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一人ひとりの「学び」を育てる

人材育成・キャリアデザイン研

ことは、偏見や思い込みから解

修に長く携わってきた著者が、

放され、選択肢を増やし、目的

ポジティブ・アプローチの考え

に応じて自分の道を選ぶために

方を使って、若い世代が前向き

も大切なのです-。幼児教育の専

にキャリアをデザインしてい

門家が、一生役立つ学び方を教

くための方法を紹介する。

えます。

一〇五度

913

パンツ・プロジェクト

933

佐藤 まどか∥著 あすなろ書房

ｻﾄｳ
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キャット クラーク∥著 三辺 律子∥訳
あすなろ書房

ｸﾗｸ
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都内の中高一貫校に編入した、

リヴは中学 1 年生。外見は女の

中学 3 年生の真は椅子オタク。

子でも、自分は男の子だと思っ

超中学生級モデラーの梨々と

ている。違和感を探るうちに「ト

タッグを組み、プロダクトデザ

ランスジェンダー」という言葉

インの登竜門「全国学生チェア

に行き当たったリヴは、
「女子は

デザインコンペ」に挑む…! 椅

スカートをはく」という校則と

子デザイナーを目指す少年の、

闘うことに…。さわやかな青春

熱い夏の物語。

小説。

。
334
私、日本に住んでいます
スベンドリニ カクチ∥著
岩波書店
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外国から来て、いま日本に住んでいる人たち
は、日本でどのように暮らし、何を感じてい
るのか? 留学生、DJ、落語家、お笑い芸人、
写真家など、外国から来たさまざまな人の声
を紹介する。

太陽ときみの声
川端 裕人∥作 朝日学生新聞社

カナヘイの小動物ゆるっと♡
魔術師のための創作 BOOK
まいにち英会話
倉戸 みと∥著 日本文芸社
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羊皮紙風用紙、飛び出す魔法陣、幻想植物、
標本ケース、魔法の杖、龍眼の腕輪、ペスト
マスク…。魔術師が使うようなアクセサリー
やアイテムを紹介し、作り方を写真で解説す
る。コピーして使う型紙付き。

913
ｶﾜﾊ
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サッカー部のキャプテンになり、充実した高校生活
を送っていた一輝は、左目の視力が極端に落ちてい
ることに気づく。そんな時、音を頼りにプレイする
“ブラインドサッカー”に出会い…。『朝日中高生
新聞』連載を書籍化。

834
カナヘイの小動物
絵をみてパッとおぼえる英単語

誰でもなれる!ラノベ主人公
真代屋 秀晃∥著
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カナヘイ∥イラスト
リサ ヴォート∥文 DHC
カナヘイの小動物のイラストといっしょに英
語学習! 日常英会話でネイティブスピーカー
が好んで使う単語を集め、それに関連したイ
ラスト、解説、クイズ・略語テストなどを掲
載する。音声ファイルを無料でダウンロード
できる。

KADOKAWA

913
ﾏｼﾛ
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やれやれ系ラノベ主人公に憧れ、異能バトルを夢想
する平凡な高校生・恭介。大阪に転校してきた彼は、
知らず知らずに抗争に巻き込まれ…。オタクでオカ
ルトな街・大阪日本橋を舞台にした、日常系魔術群
像ストーリー。

12/10(日)

作家 北村薫さん講演会

12/24(日)

科学実験教室

1/7(日)

リサイクルブックフェア
in こどもまつり

小学生対象

＊くわしくは図書館までお問い合わせください＊

第１位

こげぱんシリーズ
たかはし みき∥著

第２位

ソードアート・オンラインシリーズ
川原 礫∥著

第３位

ソニー・マガジンズ

KADOKAWA

ハリーポッターと秘密の部屋
J.K.ローリング∥作 松岡 佑子∥訳

静山社

第４位

ぼくらの大冒険

第５位

カナヘイのイラスト描きかた帳

第６位

イラストみたいなかわいい描き文字レッスン帖

第７位

えてこでもわかる笑い飯哲夫訳般若心経

第８位

だららん日和

第９位

ディズニーセルフネイル

第１０位

まる子とコジコジ

まあ、
作る予定は
ないけどね。

〔大阪狭山市立図書館〕
〒589-0021 大阪狭山市今熊 1-106
TEL：072-366-0071
FAX：072-366-0052
開館時間 午前９時～午後８時
休 館 日

毎月末日(土日祝日のときは開館)
特別整理期間、年末年始

４コマまんが：スタッフ R・K 作

図書館ホームページ
http://www4.city.osakasayama.osaka.jp/

次回の発行は

２月１日です
ＹＡ担当スタッフ
Ｓ＆Ｎより
4 携帯サイトへはこちらから⇒
★

