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ひまじん♡さん

受験生の皆さん、毎日の勉強お疲れさま～
さて、この記事を書いているのは丁度センター
試験が終わった頃。ネットニュースを見ている
とセンター試験の文字の横にムーミンの文字
が…。んん？と思いニュースを見てビックリ！
なんと地理の試験にムーミンの問題が出題さ
れたとのこと。よ～く見るとムーミンにニル
ス、なんとビッケまでΣ(･ω･ﾉ)ﾉ！
しかし、問題を見て「う～む」とうなったワタ
クシ…む、むずかしい…(；∀；)
この問題には色々な意見が出て
いるみたいだけど、良い機会だし
読み返してみようかなぁ→→→
（ニルスもビッケも図書館にあるよ☆）
『ムーミン童話全集 1～８、別巻』
トーベ ヤンソン∥作 絵 講談社

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・・・

基本的にＹＡコーナーには、中高生に読みやすく、ま
た読んでほしいなぁと思う本を置いています。
字の多い本は読みにくい…という人も多いかもしれま
せんが、会話の多い物語は、テンポよく進むので読み
やすくておすすめ！あとは最近アニメや映画化された
本を読むのもいいと思いますよ♪
ちなみに、みなさんは【本の虫】という冊子を見たこと
はありますか？これは図書館スタッフが実際に読んだ
本の中から「面白いからぜひ読んでほしい！」と
いう本を紹介文付きでまとめたもの (*^-^*)
ＹＡコーナーに置いているので、この冊子の中
から選ぶと、新しい世界が開けるかも～！
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冬が訪れると、家の中の温かさに負けて外に出
られなくなりませんか？(;^ω^)
特に明け方はすごく寒いので布団から出られ
なくなることもしばしば。でも休日に寝て過ご
すのはなんだかすご～くもったいない気分…。
そんな時こそ私は、読書をして過ごします♪
読書のいいところは家に居ながらにして物語
の中でどこへでも行けるところ。静かにページ
をめくりつつもドキドキハラハラキュンキュン
…と心の中はなかなか忙しいものです。
色んな本を読むけれど、私は宮部みゆきさんの
本が大好きで、一番好きな作品は「模範犯」。
読んだことない人はぜひ読んでみてね～。
世間では「読書の秋」と言いますが、暖かい
部屋で読書をして、心も温かく
なる「読書の冬」もなかなか
オツですよ(*^▽^*)

パトリシア ライリー ギフ
アメリカ生まれ。小学校の教師を 20 年務めたあ
と、児童書を書き始める。著作は 60 冊をこえる。
「リリー・モラハンのうそ」と「ホリス・ウッズ
の絵」は、ニューベリー賞の次点になった。

＊＊＊＊

おすすめ作品

＊＊＊＊

『ホリス・ウッズの絵』
さ・え・ら書房
ホリスは生後 1 時間で捨てら
れた女の子。11 歳の今も、
里親のもとを転々として い
る。絵を描く才能に恵まれな
がらも、社会の隙間に落ちこ
んだ少女の孤独と、幸福への
願望を描く。ニューベリー・
オナー賞受賞作。

（図書館スタッフ：Ｍ・Ｍ）
＊作家・本の紹介文は「TRCMARC」より

映画化
『空海―KU-KAI―』
（原作：『沙門空海唐の国にて鬼と宴す』）

夢枕 獏

徳間書店

『去年の冬、きみと別れ』

中村 文則

幻冬舎

『ちはやふる』

末次 由紀

講談社

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～

２月
【悩める女の子】

３月
【多感な男の子】

女子ってそ～、そ～なのよねぇ～。

男子～～っっ！ が～んばっ！

『女子の国はいつも内戦』
『平安文学でわかる恋の法則』
『なないろレインボウ』など

『男子のための恋愛検定』
『男子のための人生のルール』
『しばしとどめん北斎羽衣』など
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イラスト：西の魔女さん

＊本の紹介文は「TRC MARC」より

短歌は最強アイテム

食べるってどんなこと?

370

古沢 広祐∥著

千葉 聡∥著 岩波書店

498

平凡社
ＹＡ

ＹＡ

熱血教師で歌人の著者が、現代

食べ物はどこから来る? 日本

短歌を通じて揺れ動く生徒たち

の食糧自給率はなぜ低い? 食

の心模様を描く。進学指導重点

べ物の未来はどうなる? 日常

校の高校に着任してからの 5 年

の疑問にはじまり、生きる基本

半の出来事を中心に、エッセイ

「食」を根っこから考える。
「ス

と 95 首の短歌連作をまとめる。

ローフードな日本!」の著者・
島村菜津との対談も収録。

満月の娘たち

913

アポロンと 5 つの神託 1

933

安東 みきえ∥著 講談社

ｱﾝﾄ
ＹＡ

リック リオーダン∥著
金原 瑞人∥訳 小林 みき∥訳 ほるぷ出版

ﾘｵﾀ
ＹＡ

君の悩みに答えよう

標準的見た目の中学生のあた

神として生まれ、4612 年生き

しと、オカルトマニアで女子力

てきたアポロンは、16 歳の少

の高い美月ちゃんは、保育園か

年としてニューヨークの大型ゴ

らの幼なじみ。ある日、美月ち

ミ箱の中に落とされた。パーシ

ゃんの頼みでクラスで人気の

ーの助けを借り、ハーフの少女

男子、日比野を誘い、3 人で近

メグとハーフ訓練所にたどり着

所の幽霊屋敷へ肝試しに行く

くが…。アポロンの試練の旅が

ことに…。

始まる!

。

日本青年心理学会∥企画
大野 久(他 6 名)∥編集 福村出版

159
ＹＡ

「本当にしたいことがわからない」
「大学の勉
強は将来にどうつながるの?」「SNS に疲れ
ることがある」…。青年の心を研究している
専門家たちが、多感な年頃に抱きやすい悩み
や違和感に全力で回答する。

カナヘイの小動物ゆるっと♡
十三世紀のハローワーク
まいにち英会話
グレゴリウス山田∥著 一迅社
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剣士や吟遊詩人って本当はどんな職業? コ
ーヒー嗅ぎ、蠟燭番、傘貸し屋、抜歯屋とい
う職業が実在した? 中世ヨーロッパを中心
に、かつて実在していた職業 100 以上を、
ゲームのユニット風のイラストとともに紹介
する。

イマドキ古事記
岩渕 円花∥[訳]著
京都造形芸術大学東北芸術工科大学出版局藝術学舎

913
ｲﾜﾌ
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マザコンヤンキーなスサノオ、ヤンデレなスセリヒ
メ、パシリだったオオクニヌシ…。ぼくらの神様は、
こんなに人間くさかった! 日本の神々のエピソード
をライトノベル風にアレンジにした、新訳古事記。

473
世界は変形菌でいっぱいだ
増井 真那∥著

ＹＡ

朝日出版社

5 歳で変形菌と運命的な出会いをし、6 歳よ
り飼育を、7 歳より研究を始めた 16 歳の著
者が、変形菌とすごした 10 年間に見たこと、
体験したこと、知ったこと、考えたことなど
を綴る。内閣総理大臣賞に輝いた研究も掲載。

村木ツトムその愛と友情
福井 智∥作 森 英二郎∥絵

偕成社

913
ﾌｸｲ
ＹＡ

クラスのマドンナ・マリに「5 秒だけ、彼になって」
と話しかけられた村木ツトム。ツトムの心は千々に
乱れ…。どこか憎めない弱腰中学生の、狂おしい恋
の物語。
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２月２１日（水）～２月２８日（水）は
蔵書点検のため図書館はお休みします。
※返却ポストはご利用いただけます(*^▽^*)
そのため、２月７日（水）～２月２０日（火）の間は
貸出冊数が２０冊に増え、貸出期間も３週間に！
この機会に、ぜひたくさん借りてくださいね～♪

第１位 「ぼくら」シリーズ
宗田 理∥作

第２位

ポプラ社

泣いちゃいそうだよシリーズ
小林 深雪∥作 牧村 久実∥絵

第３位

講談社

カナヘイのイラスト描きかた帳
カナヘイ∥著

玄光社

第４位

さよなら、田中さん

第５位

ひるなかの流星

第６位

本好きの下剋上

第７位

Re:ゼロから始める異世界生活

第８位

5 秒後に意外な結末

第９位

図解でわかる 14 歳からのお金の説明書

第１０位

蜘蛛ですが、なにか?

お静かにぃ～
願いますＹＯ！
チェケラ！

〔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

４コマまんが：スタッフ R・K 作

毎月末日(土日祝日のときは開館)
特別整理期間、年末年始

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

次回の発行は

４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⇒
★

