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ヒラとけっこんする！！さん

皆さんのあたりまえを教えてもらうコーナー！
さて、今回のお題は･･･

卒業や入学、就職など新しい生活が始まるこの
時期。毛染め、ピアス、化粧、ネイル、コンタク
ト、色々なおしゃれに挑戦する人も多いと思いま
す。でも、実は危険なこともあるんです。例えば、
毛染めに使う薬や、アクセサリーの金属にアレル
ギー反応が出てしまう人もいます。ピアスはきち
んと消毒をしないと耳が腫れて治らない事も。コ
ンタクトは決まった使用期間を守らず使い続けた
り、そのまま寝てしまうと、目の病気になる危険
性があります。使い方をしっかり
守って、おしゃれを楽しんで
くださいね！(*^^*)

１位

たまごやき

２位 たこさんウインナー
３位 ミニトマト、からあげ

参考図書
『子どものうちに知っておきたい！おしゃれ障害』
岡村 理栄子∥監著 少年写真新聞社

どれもお弁当の定番ですね♪今回はたまごやきが圧勝でした！
次回のお題は『すっぱい食べ物といえば？』です！
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今年の冬はとっても寒かったですね(>_<)
うちの家のまわりも数年ぶりに雪が積もっ
てました！かと思えば春かと思うくらい暖
かい日もあったり・・・。この号が出る頃
には安定して暖かくなっているでしょう
か？
でも冬が寒くて嬉しいこともあります！
桜が咲くには冬の厳しい寒さが必要なの
だそうです。今年の冬を乗り越えたさくら
は、きっと例年より美しいのではないでし
ょうか(*^-^*)
天気のいい暖かい日にきれいな桜を見な
がら散歩する・・・
そんな日が
いまから楽しみです♪

広島市生まれ。被爆二世。「かはたれ」で児童文
芸新人賞、児童文学者協会新人賞、「風の靴」で
産経児童出版文化賞大賞、「光のうつしえ」で小
学館児童出版文化賞受賞。
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おすすめ作品
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『月白青船山』
岩波書店
夏休み、鎌倉の大叔父さんの
お屋敷に預けられた兵吾と
主税の兄弟。2 人は地元の
少女、静音と知り合って遊ぶよ
うになるが、ある日、“時間が
止まった”谷に迷い込んでしま
い…。鎌倉の歴史と伝説が彩
る、本格ファンタジー。

（図書館スタッフ：T・A）
＊作家・本の紹介文は「TRCMARC」より

アニメ化
『美少年探偵団』
『86-エイティシックス-』
『どすこいすしずもう』

映画化

西尾 維新

講談社

安里 アサト

KADOKAWA

アン マサコ

講談社

※新型コロナウイルスの影響により、公開が延期になる場合があります。

『僕が跳びはねる理由』
『時をかける少女』

東田 直樹

エスコアール出版部

筒井 康隆

角川書店

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～

４月
【嘘】

５月
【なやみごと】

かわいいウソ、笑えるウソ、泣けるウソ

解決のヒントが見つかるかも！？

『街角には物語が…』
『5 分後に超ハッピーエンド』
『犯人はキミだ!』など

『中学生の悩みごと』
『キミといっしょに』
『おなやみジュース』など
イラスト：YUKKA さん
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＊本の紹介文は「TRC MARC」より

女の子はどう生きるか

建築家になりたい君へ

367

上野 千鶴子∥著 岩波書店

520

隈 研吾∥著 河出書房新社
ＹＡ
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生徒会長はなぜ男子だけ? 男

建築物は大きいけれど、その仕

女で進路がわけられるのはな

事は小さなことの積み重ねでで

ぜ? 痴漢にあうのは私が悪

きている-。10 歳で建築家を志

い? 女の子たちが日常的に抱

し、2020 年東京オリンピック

くモヤモヤや疑問に上野先生

会場を手 がけた 建築家 が綴 る

が全力で答えます。自分らしい

10 代へのメッセージ。

選択をする力を身につける
ための一冊。

妖怪コンビニで、
バイトはじめました。
令丈 ヒロ子∥著 あすなろ書房

913

いただきます。ごちそうさま。

ﾚｲｼ
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あさの あつこ∥作 加藤 休ミ∥絵
東 雅夫∥編 岩崎書店

E
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コンビニなのに薄暗い、月夜の

ぼくは、たべるのがだいすきで

ような「ツキヨコンビニ」に集

す。なんでもたべます。たべら

うのは、風変わりなお客さん。

れます。ぼくは、どんどんたべ

そこにひとりの少年がまぎれ

て、どんどんおおきくなり…。

こみ…。ようこそ、幽霊&妖怪

あさのあつこと加藤休ミが

専門コンビニへ! あなたの街

描く、世にもおいしい怪談物語。

にもあるかも?

021
マンガまるわかり著作権

371
学校、行かなきゃいけないの?

ＹＡ
齋藤 理央∥著 motto∥漫画
甘酸っぱい青春小説。
雨宮 処凛∥著 河出書房新社
新星出版社
引用のルールとは? 写真を参考にして
イラストを描いていい? 文章、写真・
美術、イラスト・マンガ、音楽・動画、
デザイン・プログラムにまつわる著作権
や、著作権侵害にあったときの対応など
を、マンガと Q&A で解説する。

夜叉神川

。

安東 みきえ∥著 田中 千智∥画 講談社
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学校に行かなくても、選択肢は意外にた
くさんある。フリースクール、学習支援、
心の専門家…。学校から遠ざかった
人々、学校のあり方に疑問を持って独自
の取り組みを始めた人々にインタビュ
ーし、多くの選択肢と実践を紹介。
913
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全ての人間の心の中にある恐ろしい夜叉と優しい
神、その恐怖と祝福とを描く短編集。
「川釣り」
「青
い金魚鉢」「鬼ケ守神社」「スノードロップ」「果て
の浜」…。夜叉神川の上流から下流、そして海へと
続く全 5 話を収録。

829
高校生からの韓国語入門

K-POP やドラマで韓国に興味を持った
なら、ぜひ韓国語を勉強してみよう。日
本語と似ているし、ハングルも実はかん
たん! イラスト満載で楽しく勉強が始め
られる入門書。

きみのいた森で
ピート ハウトマン∥作 こだま ともこ∥訳

評論社
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稲川 右樹∥著 筑摩書房
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大好きなおじいちゃんを亡くしたスチューイ。
エリー・ローズという親友ができて、やっと元気を
とりもどした。毎日のように森で遊んでいたが、
ある日、エリー・ローズの姿がぼやけて、そのまま
消えてしまい…。

展示 『本が泣いています』
期間：５月１日（土）～５月３０日（日）
場所：図書館 一般室
書込みのあった本、水濡れや破れ、切り取られて
読めなくなった本を展示します。図書館の本は
市民の皆さんの財産です。大切に読みましょう。

：

第１位

本好きの下剋上
香月 美夜∥著

第２位

TO ブックス

薬屋のひとりごと
日向 夏∥著

第３位

シリーズ
シリーズ

主婦の友インフォス

弱キャラ友崎くん
屋久 ユウキ∥著

シリーズ

小学館

第４位

痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。シリーズ

第５位

デスマーチからはじまる異世界狂想曲

第６位

オーバーロード

第７位

蜘蛛ですが、なにか? シリーズ

第８位

転生したら武闘派令嬢!? シリーズ

第９位

魔導具師ダリヤはうつむかない シリーズ

第１０位

永遠なんてない世界でも、明日の君に会いたい。

夢で
良かった～！

シリーズ

シリーズ

〔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Ａ・Ｎ作

次回の発行は

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
https://www4.city.osakasayama.osaka.jp/

６月１日です
ＹＡ担当スタッフ
Ｎ＆Ｎより
4 携帯サイトへはこちらから⇒

