新着本のリストは、図書館受付に掲示しています。本紙では、その一部をご紹介します。
ホームページには、当月の新着本のリストと紹介文の一部を掲載しています。

新着本の紹介

NPO 法人はまでら 4 つのや図書館

【 3 月配架 】
○著者ご寄贈 (紙芝居)ネルコハソダツネルコハソダツ
宮崎総一郎/さいとうしのぶ
あなのなかから…
さいとうしのぶ
ろうばい
・かんじるえ
～ 静かな春、静かな図書館、蠟梅香る ～
・はたらくくるまたちのどうろこうじ
・長いおるすばん
・パンどろぼう vs にせパンどろぼう
館長 由良 芳子
・キリンのなやみごと
・あら、そんなの！
2 月 4 日は立春。近くの神社で春探しを始めました。桜の木の芽が膨らみ、手水舎の
・しんでくれた
水が心持ち微温くなっていました。射し込む朝日に勢いを感じました。また、神木の大楠
・けんちゃんのもみの木
あたりでは、カラスの鳴き声が心持ち大きくなっているようでした。
・動物と話せる少女リリアーネ 友だちは、白い犬！
それでも、歳時記にあるように、まだ、
「春寒し」
「しみ返る」
「寒戻り」です。寒さ残る中、 ・だいじょうぶだよ —ぼくのおばあちゃん—
４つのや図書館では消毒と換気による感染予防を行い、静かな活動をしています。窓辺には、 ・おれは女の子だ
・池上彰特別授業 君たちはどう生きるか
地元の野田宏さんがお届け下さった蠟梅とセイヨウヒイラギが柔らかい日差しを受けて、
・暮らしのアイデアスイッチ
優しい香りを放っています。また、以前にも紹介しましたが、毎年、野口信行さんから
・100 万回死んだねこ 覚え違いタイトル集
戴く写真カレンダー（左側）では、季節の花々の「ここ一番！」が心を和ませてくれます。
・あちらにいる鬼
さて、当図書館では、この 3 月末で 2021 年度が終わり、4 月から 2022 年度が始ま
・きよしこ
・わたしの美しい庭
ります。次年度も、皆様の変わらぬご支援をよろしくお願いいたします。

俳句ができたよ・きらり十選 八十二号

勝義

令和四年 三月九日

・加賀の千代もあんころ食べし桜餅

ユウ子

兼題 「桜餅」

・晴れやかなきみと分け合ひ桜もち

仕事先のお客様（諏訪森在住）が書かれた詩集を紹介します。
「のんびりくらげ」前山敬子
詩集です。
題材は、身近な虫や動物や自然が多く、詩には曲がついていて、童謡になっているそうです。
優しい語り口調の詩やリズミカルな詩は、光景が次々目に浮かびます。ほっこりさせていただき
ました。
また、関西国際空港の開港記念の「空港賛歌」を全国から募集したところ、前山敬子さんの歌詞
「翼をあげよう」が、大賞に選ばれ、関空のイメージソングになっているそうです。

幹子

静香さんー

・桜餅お茶の隣で待つ三時

—紹介者：濱

勝子

敬子

・嫁ぐ娘と抹茶一服さくら餅

著者：前山

◎水曜日１４時～1７時

啓子

書名：詩集『のんびりくらげ』

毎週水・木曜日に開館しています

2022 年度

・桜餅写真の夫と分け合ひて

この物語は、熊本に大地震が発生した 2016 年 4 月 14 日の夜から、約一年半の出来事を追った
ノンフィクションです。
熊本に大地震が襲ったあの日、獣医師である竜之介先生は、自分の動物病院を「ペット同伴避難
所」として、開きました。初めての避難所運営の 23 日間には、いろんなことがまきおこります。
ぜひ、読んでみてください！！

2022 年 3 月・4 月・5 月の開館日時

忍

瑞季さん（浜寺小学校 4 年）－

・商談の進みて帰社や桜餅

— 紹介者：下野

昭義

ゆか

・登校の子らの目きらら春隣る

著者：片野

ひとみ

りゅう の す け

書名：『 竜 之介先生、走る！』

＊投句締切 四月六日（水）

私のお気に入りの一冊は、重松 清の「きよしこ」です。
吃音の少年がハンディキャップを克服するのではなく、吃音というハンディキャップに寄り添って
いく作者自身のお話です。
私自身も、少し緊張するとどもる癖があり、小学校の国語の授業の本読みがすごく苦手でした。
当然、人前で話すことなど考えられなかったのです。
年会費の振込がコンビニからもできます！
そういったこともあり、この本の主人公がハンディキャップを含めた自分自身を認めて、成長していく姿にすご
はまでら 4 つのや図書館の年会費が、コンビニでも
く共感を覚えました。何か、忘れていた心の傷に触れられたような感覚でした。
お振込いただけるようになりました。
ハンディキャップを持っている人や、社会的弱者に差別的中傷するのは論外ですが…。
がんばれといった励ましや、上から目線の施しではなく、一緒の目線で寄り添っていくことが大切だと感じました。 ◎楽天銀行 支店番号 253
普通
7225222
決して、頑張ろうとか、頑張らなあかんと思う話ではなく、心の隙間にすっと入ってくる話です。
NPO 法人はまでら 4 つのや図書館
是非、今ハンディキャップで悩んでいる人に読んでいただきたい一冊です。

・春風やタイガーシャツの散歩犬

琢也さんー

年光

—紹介者：長谷川

・めばる跳ね銀の輪眩し瀬戸の浦

清

はまでら４つのや図書館の公式 LINE アカウントが
できました。お友達登録していただくと、毎月の開
館日や新着本リストなどがスマホで
ご確認いただけます。
読み聞かせやイベントが再開できる
ようになったら、お知らせを配信し
ます。お楽しみに‼

芳子

著者：重松

公式 LINE アカウントができました！

・ずっしりと合格通知さくら餅

書名：『きよしこ』

⇒（ご自分のお気に入りの一冊を紹介しあうコーナーです。
今回は地域の皆さんからの投稿です。）

次回（五月） の兼題は「若葉」 または自由

『わたしのお気に入りの一冊』

【 4 月配架 】
・わかる！役に立つ！法律の教科書
・植物がハエを食べるってホント?おしえて！植物のひみつ
・あなたのおなまえは?
・めんめんレース
・ただいま、おうち！
・おつきさまのスープ
・10 ぴきのおばけとおおきなふね
・パンどろぼうとなぞのフランスパン
・魔女みならいのキク
・動物と話せる少女リリアーネ
・武器ではなく命の水をおくりたい 中村哲医師の生き方
・世界の不思議断面図鑑
・登校しぶり・不登校の子に親ができること
・食堂かたつむり
・神様からのひと言
・花咲小路四丁目の聖人
・薬も過ぎれば毒となる
・かなしきデブ猫ちゃん
・海が見える家 逆風
・ハケン飯友 僕と猫の、食べて喋って笑う日々

NPO 会員募集

2022 年 4 月～2023 年３月の会員を
募集しています。図書館でも受け付けます。
ご支援よろしくお願いします。

3 月: 2 日・9 日・16 日・23 日 ・30 日休
4 月: 6 日・13 日・20 日・27 日
5 月: 4 日休・11 日・18 日・25 日
◎木曜日１０時～1７時
（第 2・第 4 木曜日 １２時～）
3 月: 3 日・10 日・17 日・24 日・31 日休
4 月: 7 日・14 日・21 日・28 日
5 月: 5 日休・12 日・19 日・26 日
所在地：〒

592-8348

NPO 法人はまでら４つのや図書館
◎郵便振込先 00950-9-171544
できるだけ ATM をご利用ください。

◎楽天銀行 支店番号 253
普通
7225222
協力会員 1 口 1,000 円
賛助会員 1 口 3,000 円
正 会 員 1 口 5,000 円

yottunoya-library.com/

yottunoya@hotmail.com

堺市西区浜寺諏訪森町中１丁 103-1(浜寺校区文化会館内)南海本線諏訪ノ森駅東側線路沿北へ

連絡・・・≪警報（大雨、暴風、地震、津波、他）が発令されたときは、図書館は休館します。≫

あなのなかから…
さいとうしのぶ
1 つのあなから、ばあ！
2 つのあなから、ばあ！ばあ！
3 つのあなから、ばあ！ばあ！ばあ！
それからそれからどうなっちゃうの？
さいとうしのぶ流「いないいないばあ」絵本。
けんちゃんのもみの木
美谷島邦子/いせ ひでこ
―あの日 たくさんの星が山に降った―
1985 年 8 月 12 日、群馬県御巣鷹山に日航ジャンボ機
が墜落、520 人が亡くなる史上最大の航空機事故とな
った。
事故で９歳の息子を亡くし、心が迷子になってしまっ
たお⺟さんは、焼けただれた山の斜⾯にもみの⽊を植
え、くる年もくる年も、息子に会いに山に登り続けた。
もみの⽊は、悲しみを聞き、悲しみに寄りそい、35 年
で空にとどくような⾼さになった…。
空の安全を願い、ひたむきにいのちと向き合い続けた
⺟の軌跡を、いせひでこが精魂込めて描く。
日本最古の災害文学

漫画 方丈記

鴨⻑明/信吉

疫病・地震・経済低迷
不安な時代に共感度 100%！
800 年以上、時代をこえて読みつがれるのには理由が
ある。枕草子・徒然草とならぶ日本三大随筆、ついにマ
ンガ化 「ゆく河の流れはたえずして〜」
どこに住み、何をすれば、心おだやかに暮らせるのか？
ミニマリスト、断捨離、⾃分探し…、生きづらさの原点
は『方丈記』にある。
わたしの美しい庭

パンどろぼうとなぞのフランスパン

ネルコハソダツネルコハソダツ
宮崎総一郎/さいとうしのぶ

凪良ゆう

小学生の百⾳と統理はふたり暮らし。朝になると同じ
マンションの路有が遊びにきて、三人でご飯を食べる。
百⾳と統理は⾎がつながっていない。その生活を“変わ
っている”という人もいるけれど、日々楽しく過ごして
いる。
三人が住むマンションの屋上。そこには小さな神社が
あり、統理が管理をしている。
地元の人からは『屋上神社』とか『縁切りさん』と気安
く呼ばれていて、断ち物の神さまが祀られている。
悪癖、気鬱となる悪いご縁すべてを断ち切ってくれる
といい、“いろんなもの”が心に絡んでしまった人がや
ってくる…。
みかんとひよどり
近藤史恵
シェフの亮は鬱屈としていた。創作ジビエ料理を考案
するも、店に客が来ないのだ。そんなある日、山で遭難
しかけたところを、無愛想な猟師・大⾼に救われる。

朝。りすちゃんが、気持ちよく起きて、おひさまにあ
いさつしていると、じゅもんのような声が聞こえて
きて…。寝るのがちょっぴり楽しみになる紙芝居。
※紙芝居は書架には置いていませんが、
貸出は可能です。図書館スタッフにお声かけください。
かんじるえ

⼤⾕陽⼀郎

字だけの絵本です。えっ、絵本なのに字だ
けってどういうことなのでしょう!?文章だ
けのフツーの本ではありません。はたまた、
絵文字の本でもありません。じつはこの絵本
「絵」がすべて「漢字」だけで描かれています。
百聞は一⾒にしかず、ぜひ手に取ってご覧ください。
おれは⼥の⼦だ

本田久作/市居みか

絵がとくいなすばるの、いちばん好きな色
はピンク。それを、クラスメートの鈴⽊に
「⼥の子みたいだ」と言われて、カッとなっ
たすばるは、思わず「おれは⼥の子だ」と宣言します。
そこから、クラスのみんなや先生、家族をもまきこんで
どんどんおかしな方向に転がっていき…。
友だちとぶつかり合いながら、相手の気持ちを「想像す
る」ことの大切さに気づいていく男の子のドタバタ成
⻑物語。
京阪神スリバチの達人
大都会にもある窪地や谷間の地形(スリバチ)の散策を
提案する「スリバチの達人シリーズ」
。関⻄には東京の
ような独特のスリバチ地形は⾒られないが、⾼低差を
楽しめる地形は各所に豊富に存在する。京都ならでは
の歴史情報、⽔の都・大阪ならではの⽔路情報など、地
域の特性に合わせた内容と、シリーズ共通の現代図+古
地図+エリアガイドの構成で地形ﾌｧﾝを楽しませます。
関⻄の⾼低差歩きの達人・新之介⽒が、京都・大阪・
神⼾のなかでとくに散策におすすめの地形スポットを
独⾃の視点からくまなく紹介。地形の解説のみならず、
歴史街道や⽔路・暗渠など、地形ファンにはたまらない
情報も満載。
父の詫び状

向田邦子

宴会帰りの父の⾚い顔、⺟に威張り散らす父の⾼声、
朝の食卓で父が広げた新聞…だれの胸の中にもある父
のいる懐かしい家庭の息遣いをユーモアを交えて⾒事
に描き出し、“真打ち”と絶賛されたエッセイの最⾼傑
作。また生活人の昭和史としても評価が⾼い。
(「BOOK」データベースより)

柴田ケイコ

パンどろぼう、それは世界中のおいしいパンを探しもと
める大どろぼう。
パン屋のおじさんにさとされて、りっぱな
パン職人になりました。
ところが、森のパン屋にしのびよる、
なが〜い影が……？
パンどろぼう最大のビンチ到来!?
めんめんレース
五味ヒロミ/くわざわゆうこ
さあ、いよいよめんめんレースのはじまり
です。ぶるん ぶるん ぶるるるるーん！
とびたしたのはラーメンめん。ちゅるん ちゅるん ち
ゅるるるるーん！つづいて うどんめんめん、つるん
つるん つるるるーん…。
さて、いっとうしょうになるのは、どのめんかな？
うどんにラーメン、焼きそば、そうめんなど、子どもたち
の大好きな麺がたくさん出てくるにぎやかなお話を、み
んなでハラハラしながら楽しむお話にしました。
世界の不思議断⾯図鑑
ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ・ﾋﾞｰｽﾃｨ/ﾘﾁｬｰﾄﾞ・ﾌﾟﾗｯﾄ
「輪切り図鑑クロスセクション」シリーズ。
時空を飛びこえ、「ふしぎ」を集めた特別編。
蒸気牽引⾞、⽕災、宇宙ステーション、空港、風⾞、都市
の今と昔、南極基地、映画スタジオ、ベネチア、タワーブ
リッジ、人体、そしてグランドキャニオン！人間の英知
のたまものから、⾃然、災害…12 種の外から⾒えない「ふ
しぎ」に迫ります。 (「BOOK」データベースより)
薬も過ぎれば毒となる毒島花織の名推理
塔山 郁
ホテルマンの⽔尾爽太は、医者から処方された薬を丹念
に塗るも⾜の痒みが治まらず、人知れず悩んでいた。
薬をもらいに薬局に⾏くと、毒島という⼥性薬剤師が症
状についてあれこれ聞いてくる。そして眉根を寄せて、
医者の診断に疑問を持ち…。⽔尾は毒島とともに、薬に
まつわる様々な事件に挑む！
(「BOOK」データベースより)
あつあつを召し上がれ

小川糸

この味を忘れることは、決してないだろう――。10 年以
上つきあった恋人との、能登へのお別れ旅⾏で味わった
最⾼の朝食。幼い頃に、今は亡き⺟から伝授された、おい
しいおみそ汁のつくり方。何年か前に家族みんなで並ん
でやっとありついた、天然氷でつくった富士山みたいな
かき氷……。ときにはほろ苦く、ときには甘く優しく、身
も心も温めてくれる、食卓をめぐる 7 つの感動の物語。

植物がハエを食べるってホント？
(おしえて！科学シリーズ)
ｱﾝﾅ・ｸﾚｲﾎﾞｰﾝ/左巻健男/桑田健
植物にまつわる質問に答える形式で、子どもたち
を楽しく科学の世界にいざなってくれる。
⾒開きに 1 つの質問と、わかりやすい説明と図解、
楽しくユーモラスなイラストで、答えを示してい
る。未来の科学者にピッタリの一冊。
《 目次 》
・植物ってなんだろう？
・どうして植物には口がないの？
・どうして花はいいにおいがするの？
・何千年も前のタネが育つってホント？
・植物どうしでおしゃべりできるの？ 他
魔⼥みならいのキク
草野あきこ/ひがし ちから
魔⼥みならいのキクは、町はずれにある家で妹のス
ミレとユリと一緒に、お師匠さんから魔法をならっ
ています。妹たちはどんどん魔法が上手になってい
くのに、キクはちっとも魔法が使えません。
キクは、お師匠さんに頼まれたおつかいの途中で、お
花屋さんの子ども、アイちゃんに出会いました。アイ
ちゃんは、一緒にクッキーを作ろうとキクを誘いま
す。お師匠さんから、人間と仲良くしては
いけないと言われていましたが、大好き
なクッキーを食べたいキクは、アイちゃ
んの家に⾏くことにしました…。
『魔⼥ののろいアメ』などでお菓子を売
る魔⼥の幼少期を描いた物語。
武器ではなく 命の水をおくりたい
中村哲医師の生き方

宮田律

2019 年 12 月、アフガニスタンで凶弾に倒れた中村
哲医師。35 年にわたってパキスタンとアフガンで人
道支援にあたった生涯をたどりながら、その生き方、
考え方を伝える。
海が⾒える家

逆風

はらだ みずき

入社一ヶ月で会社を辞めた文哉は、急逝した父が遺
した千葉県南房総の海が⾒える家で暮らして三年目
を迎えた。この春に起業した文哉の生活は順風にも
⾒えた。しかし、直撃した大型の台風によって生活は
一変してしまう。通信手段すら途絶えるなか、文哉は
地域の人と共に復旧作業に取り組んでいく。そんな
とき、学生時代の知人の訪問を受ける。農業の師であ
る幸吉、便利屋の和海らと深く交流し、⾃給⾃⾜的な
生活を目指す中で、あらためて⾃分がどうやって食
っていくのか悩み、模索する文哉に、新たな決意が芽
生えていく――。

※掲載している書影、明記のない紹介文は版元ドットコム(https://www.hanmoto.com)より引用しています

