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イラスト 匿名さん

まだまだ猛暑が続いていますが、くれぐれも熱中症
にはお気を付けくださいね！
さて、熱いといえば、先月はワールドカップの開催
でサッカーがとても盛り上がりました！
そして今月はいよいよ夏の甲子園が開幕します！
私は小さい頃、よくプロ野球の観戦に行っていたの
で楽しみです(^^)
高校球児達の全力で戦う姿は、まさに青春！
とっても感動的です。観戦に行かなくなった今も、
物語の中に入り込んで、つい自分のことのように
悔しくなったり辛くなったり喜んだり…
青春とかスポ根、暑苦しい！と思う
かもしれませんが、そこが良いんです！
ぜひ手に取ってみて下さい。
おすすめ本！
『キャプテン』
ちば あきお∥原作 山田 明∥小説 学研

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・・・

クジラは、「ハクジラ」と「ヒゲクジラ」に分けられま
す。ハクジラは歯を持つクジラで、ヒゲクジラは歯の
代わりに上あごから生えているひげ板で小魚などを
食べます。ところがハクジラの中にも歯を持たないク
ジラがいます。アカボウクジラ科のクジラは、ほとん
ど歯を持ちません。歯がないクジラは獲物を強く吸い
込んでとらえます。人間や他の動物のように歯で強
く噛んだりせず吸い込むので、
歯はそんなに必要ではないのかもしれませんね。
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参考図書
『クジラ・イルカのなぞ 99』 水口 博也∥文 写真 偕成社

母の友人が野良猫をよく保護しては育てて
いるのですが、７月にまた４匹引き取ったそう
なんです。しかも仔猫！はぐれてしまったのか
親猫の姿がなくて、弱っていたので家に連れ帰
ったようなのですが…まあ数が多いですよね
(-_-;)もともと飼っている猫の数も１０匹超え
てるので、現在里親探し中デス( *´艸｀)
写真を見せてもらったら、もうほんっとかわ
いくて仕方ない！まだ一カ月くらいなので小さ
くてふにゃふにゃしてました(/ω＼)すごく飼い
たい…でも動物アレルギーがひどくて家に住
まわせてあげられないのが辛いです…！
動物を飼ったことがないので、いざというと
きどうしたらいいのか分からなくて育てるのが
怖いという理由もありますね。大切ないのちを
宿した生き物ですので、みなさまもなにか飼う
ならしっかりその子を知る努力から始めてくだ
さいね！(*’ω’*)/
＜参考図書＞

片川 優子（かたかわ・ゆうこ）
麻布大学大学院獣医学研究科博士課程在籍。
15 歳の時に書いた「佐藤さん」で講談社児童文
学新人賞佳作を受賞して作家デビュー。ほかの著
書に「ジョナさん」「ただいまラボ」など。
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おすすめ作品
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『わたしがここにいる理由』
岩崎書店
中学 1 年は、世界のはじまり-。
幼なじみの 3 人が、新しい学校で
ばらばらに…。
壁にぶつかり、凹んで落ちて、
たどりつく場所は?
『朝日中学生ウィークリー(現
『朝日中高生新聞』)』連載を
加筆修正。

「ねこがおうちにやってきた!」
山本 宗伸∥監修 学研プラス

（図書館スタッフ：M・I）

＊作家・本の紹介文は「TRCMARC」より

アニメ映画化
『未来のミライ』
『ペンギン・ハイウェイ』
『君の膵臓を食べたい』
『若おかみは小学生!』

細田 守∥著

KADOKAWA

森見 登美彦∥作

KADOKAWA

住野 よる∥著

双葉社

令丈 ヒロ子∥作

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～

８月
【夢にひとすじ】
夢に向かって全速前進！若人よ突き進め！

『夢をつなぐ』
『大丈夫!キミならできる!』
『プレッシャーに負けない』など

９月
【心の友だちシリーズ】
多感で悩み多き君へ、必須のバイブルを。

『中高時代に読む本 50』
『挫折と挑戦』
『なによりも大切なこと』など
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イラスト：ゆんさん

＊本の紹介文は「TRC MARC」より

リベラルアーツの学び

410

はじめてのメイク&ネイル

595
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めちゃカワ!!ビューティー向上委員会∥著
新星出版社
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芳沢 光雄∥著 岩波書店

長年にわたり、リベラルアーツ

メイクやネイルに興味を持ち

教育に携わってきた著者が、リ

はじめた女の子に向けて、ヘア

ベラルアーツの学びを紹介。具

メイクアーティストとネイリ

体的な事例をあげながら、論理

スト監修のもと、基礎的なメイ

的に考え、幅広い視野を養う学

ク、ネイル、スキンケアなどの

びのあり方を語る。

方法を紹介。ボディケア、ヘア
ケアなども掲載する。

リマ・トゥジュ・リマ・
トゥジュ・トゥジュ
こまつ あやこ∥著 講談社

913

疾風の女子マネ!

913
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まはら 三桃∥著

ﾏﾊﾗ
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小学館

マレーシアからの帰国子女、沙

“いい男狙い”で運動部マネー

弥は日本の中学に順応しよう

ジャーを志望した女子高生、咲

と四苦八苦。ある日、延滞本の

良。そんな彼女が、ある男子の

督促で有名な「督促女王」から

走る姿に目を奪われ、陸上部に

図書室に呼び出され、一緒に

入部する。ひとめぼれした彼は

「ギンコウ」に行くことに。そ

リレー選手だった-。選手と共に

れは短歌の「吟行」のことだっ

成長していく咲良の姿を描いた

た…。

青春物語。

367
ギャングを抜けて。
工藤 律子∥著 合同出版
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。
凶悪なギャング団が支配する街で生まれ育
ち、ギャングの世界に片足を突っ込んだアン
ドレス。組織から、人を殺せと告げられた彼
は、人殺しにならないため、ギャング団から
逃れるため、着の身着のまま逃げ出し…。

地図を広げて
岩瀬 成子∥著 偕成社

カナヘイの小動物ゆるっと♡
君たちは夢をどうかなえるか
まいにち英会話
松本 零士∥著 PHP 研究所

726
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「銀河鉄道 999」
「クイーン・エメラルダス」
…。数々の名作を創り出した漫画家・松本零
士が、
「夢」
「創作」
「人生」
「時」
「闘い・友情」
「生命」といった 6 つのテーマで創作哲学を
語る。自伝漫画「昆虫国漂流記」も収録。

913
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837
覚えておきたい
基本英会話フレーズ 130
小池 直己∥著

中学レベルの基本単語を連ねたイディオムや
慣用的フレーズを厳選し、わかりやすく解説。
日常的によく使われる会話例文で、自然な英
語表現を学び、英語コミュニケーションの基
礎力を伸ばすことができる一冊。

銀魂 帰ってきた 3 年 Z 組銀八先生
もっとリターンズ 冷血硬派高杉くん
空知 英秋∥原著
大崎 知仁∥ノベライズ著 集英社

弟の圭に 4 年ぶりに会ったのは、2 か月前のお母
さんのお葬式だった-。中学生の鈴とお父さんが住
むマンションに、一緒に暮らすことになった圭がや
ってきて…。互いを思いながら、手探りでつくる新
しい家族の日々を描く。
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岩波書店

913
ｵｵｻ
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校内奉仕活動を命じられた高杉たちが「万事部」とし
て活動開始! プールの水をぜんぶ抜いたり、山崎の文芸
誌作りを手伝ったり、さらには天照院高校とハイ&ロ
ー!? コミック「銀魂」の書き下ろしノベライズ。

7/1（日）～8/30（木） 目指せ！分類マスター
7/21（土）～8/27（月） 夏休みとしょかんお手伝い隊
8/19（日） 科学実験教室
8/25（土） バリアフリー映画上映会

第１位

こげぱんシリーズ
たかはし みき∥著

第２位

僕らの七日間戦争
宗田 理∥作

第３位

ソニー・マガジンズ

ポプラ社

本当にある!変なことわざ図鑑
森山 晋平∥文 角 裕美∥イラスト

プレジデント社

第４位

ようこそ実力至上主義の教室へ

第５位

星を追う子ども

第６位

さるのこしかけ

第７位

掟上今日子の備忘録

第８位

サンリオキャラクターちょこっとメモ折り紙あそび

第９位

奇譚ルーム

第１０位

ノーゲーム・ノーライフ

中高生の事！
最初はビックリ
するよね…

〔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

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

１０月１日です
ＹＡ担当スタッフ
Ｎ＆I より
4 携帯サイトへはこちらから⇒
★

