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星空さん

花粉症の方には辛い時期がやってきました。
マスクやメガネ、目薬など、万全の対策を
して乗り越えて下さい…！
花粉症以外にも、アレルギーには動物の毛
や乳製品、甲殻類など、沢山の種類がありま
す。お腹が痛くなったり、咳が出たり、体がか
ゆくなったり、様々な症状があらわれます。
アレルギーはいつ発病するか分からない
のがとても厄介で怖いですが、
今アレルギーを持っている人は、
とにかくきちんと予防する事が
1 番大切ですね！
『きちんと知ろう!アレルギー』
坂上 博∥著 海老澤 元宏∥監修
ミネルヴァ書房

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・・・
いのちがあるという事です。朝起きて、学校に行っ
て、友達と話して、家に帰ってご飯を食べて、お風呂
に入って寝ること。飛び跳ねたいくらい嬉しい事もあ
れば、何もかも嫌になるくらい辛い事も、生きてい
たらあります。すべて生きてる証拠です。しんどい事
も沢山あるけど、今生きている事にも、自分にいの
ちをくれたお父さんお母さんにも感謝ですね。それ
から、生きてるのは人間だけではありません。
動物や虫、植物、みんな生きているという事も
覚えておいてくださいね。
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おすすめ図書
『生きる』 谷川 俊太郎∥詩 岡本 よしろう∥絵
福音館書店

この冬、学生時代から溜め込んでいた本を
片付けようと思い整理をしていました。
図書館の本棚を毎日のように見ているためか、
あまり数はないだろうと軽い気持ちで始めて
しまい最終的に 500 冊以上の本を処分すること
に。
一部は図書館に寄贈しましたが大部分は古本
屋へと持っていきました。
本棚は少しすっきりとしましたが、床に積み上
げていた本を入れるとすぐに埋まってしまう
のでこまめな整理が大切だと感じました。
個人の本棚でも整理はとても大変なのです
が、図書館での本の管理はもっと大変です。
毎週 100 冊程の本が図書館に届くので、同程度
の本を書庫へ移動します。
図書館の本もこうして少しずつ新しくなって
いるので、良かったら気にしてみて下さい。

ヨシタケ シンスケ
1973 年神奈川県生まれ。筑波大学大学院芸術研
究科総合造形コース修了。
「りんごかもしれない」
で第 6 回 MOE 絵本屋さん大賞第 1 位、
第 61 回産経児童出版文化賞美術賞を受賞。
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おすすめ作品
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『はじめての哲学』
あすなろ書房
プラトンの「イデア論」
、デカル
トの「方法序説」
、ヘーゲルの「弁
証法の哲学」
、マルクスの「史的
唯物論」…。14 人の哲学者の
人生をたどりながら、その思想
を学ぶ哲学入門書。

（図書館スタッフ：K.M）
＊作家・本の紹介文は「TRCMARC」より

映画化
『チア男子!!』

朝井 リョウ

集英社

『ばあばは、だいじょうぶ』

楠 章子

童心社

『バースデーワンダーランド』 柏葉 幸子

講談社

アニメ化
『リラックマとカオルさん』

コンドウ アキ

主婦と生活社

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～

４月
【よりみちパン！セ】

５月
【ＳＯＳ】

生きるための知恵、教えてください！

ＳＯＳはモールス符号の救難信号！

『ロボットは東大に入れるか』
『15 歳から、社長になれる。
』
『きみがモテれば、社会は変わる。』
など

『涼宮ハルヒの憂鬱』
『桜坂は罪をかかえる』
『からだ上手こころ上手』など
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イラスト：森井菜月さん

＊本の紹介文は「TRC MARC」より

10 代のための疲れた心がラクになる本

中高生からの論文入門
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816

小笠原 喜康∥著 片岡 則夫∥著 講談社

長沼 睦雄∥著 誠文堂新光社
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ＹＡ

友だち関係、勉強、家族、容姿

テーマ選び、図書館の使い方、

…。生きづらさを抱えている 10

文章の書き方、プレゼン…。今

代に向けて、ストレスの正体や

こそ必要なのは自分の考えを

「超敏感気質(HSP)」について

組み立てる力だ。探究力・構築

の知識を紹介。どうすれば気持

力・表現力を磨き、よりよい論

ちを変え、行動を変えられるか

文を作成する方法を、論文術・

具体的な方法をまとめる。

図書館学習の第一人者がわか
りやすく解説する。

天使のにもつ
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弱キャラ友崎くん

913

いとう みく∥著 丹下 京子∥絵

ｲﾄｳ
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屋久 ユウキ∥著

ﾔｸ
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童心社

小学館

保育園を職場体験先に選んだ

人生はクソゲー。俺はこの言葉

中学 2 年の風汰。
「なんだって、

を信条に生きている…はずだっ

こんなとこ選んじゃったんだ

た。生まれついての強キャラ、

ろっ」と、保育園の看板に目を

学園のパーフェクトヒロイン・

やって、ため息をついたことも

日南葵と会うまでは! リアル弱

あったが…。風汰の 5 日間の

キャラが挑む人生攻略論、ただ

物語。

し美少女指南付き!

。
生きるための「正義」を
考える本

158
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カナヘイの小動物ゆるっと♡
情熱でたどるスペイン史
まいにち英会話
池上 俊一∥著 岩波書店
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594
青春ハンドメイド１
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学研プラス

押谷 由夫∥監修 学研プラス
「友だちは多いほうがいい?」といった身近
な事例から「死刑制度の是非」まで、さまざ
まなジレンマを取り上げて「正義」について
考え方を学ぶ。正解のない問題に挑むことで、
生きる力が身につく。

ピレネー山脈で他のヨーロッパ諸国とさえぎ
られたスペインは、イスラームとキリスト教
が影響しあうことで、特異な文化が育まれて
きた。スペインとスペイン人の歴史を、
「情熱」
をキーワードにたどる。

つくられた心
佐藤 まどか∥作 浦田 健二∥絵 ポプラ社

913
ｻﾄｳ
ＹＡ

「つくりたい」という気持ちをかたちにしよ
う! アイドル風衣装やエプロン&マントなど、
スクールライフを盛り上げるコスチュームの
作り方を、初心者にも作りやすい工夫ととも
に紹介する。実寸大型紙はダウンロード可能。

秘密をもてないわたし
ペニー ジョエルソン∥著 河井 直子∥訳
KADOKAWA

新設のモデル校では、イジメ防止のアンドロイドが
1 クラスに 1 体配置されている。やがてクラス内
でアンドロイド探しが始まり…。近未来の東京を舞
台に、AI と人間が共存する社会を描く。
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14 歳のジェマは、重度の脳性まひで話せず、身体も動
かせない。ところが殺人犯の告白を聞いてしまい、な
んとか誰かに伝えようとするが…。全英の少年少女た
ちの心をつかんだ、勇気と感動のサスペンス。

4 月 27 日（土）本の装備体験
申込 4 月 5 日（金）より
電話 or 図書館カウンターにて
5 月 19 日（日）青空リサイクルブックフェア
in 大阪狭山市立図書館
※詳しくは図書館までお問合せください

第１位

仰げば尊しシリーズ
いずみ 吉紘∥脚本 舟崎 泉美∥小説

第２位

学研プラス

ファンタスティック・ビーストと
黒い魔法使いの誕生
J.K.ローリング∥著 静山社

第３位

忘却探偵シリーズ
西尾 維新∥著

講談社

第４位

本好きの下剋上シリーズ

第５位

魔法学者は引きこもり！

第６位

語りかける中学英語

第７位

トリダヨリ

第８位

緑と楯

第９位

14 歳、明日の時間割

第１０位

世界は恋に落ちている

〔大阪狭山市立図書館〕

でも実際、
かわいい表紙を見ると
手に取っちゃうなあ

〒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

４コマまんが：スタッフ K・N 作

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

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

次回の発行は

６月１日です
ＹＡ担当スタッフ
Ｎ＆Ｉより
★
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携帯サイトへはこちらから⇒

