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 ★返却時の注意事項★ 

  
●休館中の本等の資料は 入口向かって右側にある 返却ボックス に返すことができます。 

ただし、休館中ですのでデーター上はすぐに返却になりません。 

返却をお急ぎの資料は開館中の市内３館（中央・尾島・藪塚）へお願いします。 

  

●ＡＶ資料は、 ポストへの返却はできません。 
   

     ★貸出期限の延長について★ 

    ●蔵書整理中はコンピューターの関係上、 電話での貸出期限延長はできません。 

       ホームページから延長手続きができますので、ご利用ください。 

タイトル 著者 出版社 請求記号

捨てられる銀行　3 橋本　卓典 講談社 338 ﾊ 3

こころとからだを育む1〜5歳のたのしいリトミック 神原　雅之／監修 ナツメ社 376 ｺ

科学史ひらめき図鑑 杉山　滋郎／監修 ナツメ社 402 ｶ

笑って!小屋作り 中山　茂大 山と溪谷社 527 ﾅ

あいうえお順あっという間に読めちゃうハングル 房　賢嬉 新星出版社 829 ﾊﾞ

この先には、何がある? 群　ようこ 幻冬舎 914 ﾑ

種の起源 チョン　ユジョン 早川書房 929 ﾁ

ザ・ディスプレイスト ヴィエト・タン・ウェン ポプラ社 936 ｻﾞ

あちらにいる鬼 井上　荒野 朝日新聞出版 F ｲﾉ

オーディションから逃げられない 桂　望実 幻冬舎 F ｶﾂ

炯眼に候 木下　昌輝 文藝春秋 F ｷﾉ

スクエア 今野　敏 徳間書店 F ｺﾝ

プラスチックの祈り 白石　一文 朝日新聞出版 F ｼﾗ

千里の向こう 簑輪　諒 文藝春秋 F ﾐﾉ

ぼくはきっとやさしい 町屋　良平 河出書房新社 F ﾏﾁ

オールカラーマンガで楽しくわかる日本国憲法 川岸　令和／監修 ナツメ社 323 ｵ

クマゲラ 竹田津　実／文|写真 アリス館 488 ｸ

十年屋　2 廣嶋　玲子 静山社 913 ﾋ 2

スズメのくらし 平野　伸明／文・写真 福音館書店 488 ｽ

大迫力!世界の天使と悪魔大百科 山北　篤／監修 西東社 191 ﾀﾞ

ゆきのひのだんまりうさぎ 安房　直子 偕成社 913 ｱ

お話の種をまいて アニカ・アルダムイ・デニス 汐文社 E ｵ

介助犬レスキューとジェシカ ジェシカ・ケンスキー BL出版 E ｶ

ルブナとこいし ウェンディ・メデュワ BL出版 E ﾙ

児童書

構成作家の卵である「ボク」は、ぶらりと入った新宿の小さな居酒屋で、野

良猫をかわいがる「夢ちゃん」という女性店員に出会う。ふたりは猫につい

ての秘密を分け合い、大切な約束をするのだが-。名もなき星のような物語。 

『新宿の猫』ドリアン助川 ポプラ社 

ダイエットに効果的、血糖値を下げる、うつ病のリスクが減る、認知症を予

防する…。コーヒーは、もっとも身近なスーパーフード! 米国の医学博士が

コーヒーの効能を解説し、豆の選び方、美味しい淹れ方を紹介する。 

『米国の医学博士が伝授する人生を変えるコーヒーの飲み方』 

ボブ・アーノット／著 扶桑社 

3月の休館カレンダー　■は休館日
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 戦後生まれを描き、流行語にもなった代表作「団塊の世代」で知られ

る作家で経済評論家の堺屋太一（さかいや・たいち、本名池口小太郎

〈いけぐち・こたろう〉）さんが、2 月８日死去した。８３歳だった。

１９３５年、大阪市生まれ。６０年に通商産業省（現経済産業省）に入

省。日本での国際博覧会（万博）開催を提案・企画し、７０年の大阪万

博（日本万国博覧会）を来場者６４２２万人という成功に導いた。時代

の節目を鋭く切り取ることばで注目された。７６年の「団塊の世代」は

４７～４９年生まれのベビーブーム世代を主人公とした小説。２０００

年以降の少子高齢化社会を言い当てる警句だった。～デジタル朝日新聞より 

 

水泳選手の池江璃花子選手が白血病であると公表、報道されました。

過去にも俳優の渡辺謙さんなどの芸能人の方がこの病にかかり、闘病

しました。白血病とは？また、治療に有効な骨髄移植とは？関連書籍

を集めたコーナーをご用意いたしました。 

新 田 図書館 １Ｆ  
はじまりは「献血」だった-。俳優の木下ほうかが

綴る骨髄提供体験記。入院から退院まで 4 日間を

写真を交えて伝えるとともに、現在の骨髄バンク

の現状と問題にも触れる。Q&A も掲載。 

『僕が骨髄提供をした理由。』 
木下ほうか/著 辰巳出版 

５歳の時に、急性骨髄性白血病の手術をうけた。それ

から５年間再発しなければ、ずっと生きられるってい

われた。そしてついに、５年がたち…。病気をのりこ

えた実在の女の子のお話。本人が描いた絵本も収録。 

『わたし、がんばったよ』 
岩貞 るみこ／文，松本 ぷりっつ／絵 講談社 

化学療法を続けるか、骨髄移植をするか。「いのちの選択」

に悩むなかで知った、第３の治療法「臍帯血移植」。そして

僕は、名も知らぬ赤ちゃんからいのちを分けてもらった！ 

白血病と闘った著者の４７２日間のドキュメント。 

『二人の天使がいのちをくれた』 
吉田 寿哉／著 小学館 

血液のがんのすべてがわかる一冊。悪性リンパ腫・白

血病・多発性骨髄腫のしくみとタイプ別化学療法をく

わしく図解し、治療中の血液検査値の見方を説明す

る。診断前の不安な時期や治療後の生活にも役立つ。 

『血液のがん』 悪性リンパ腫・白血病・多発性骨髄腫，イラスト版 

飛内 賢正／監修 講談社 

「むずかしい条約文を、子どもにもわかるよう

に」と中学生が自分たちのことばで「子どもの

権利条約」を訳しました。 

「子どもの権利条約翻訳・創作コンテスト」最優秀賞作品。 

『子どもによる子どものための「子どもの権利条約」』 

 
小口 尚子，福岡 鮎美 小学館 

子どもの権利条約がつくられた経緯と「子ど

もの意見を大人に伝えるための権利」を中心

に解説。権利条約の基本がわかる、日本の子ど

も向けに書かれた子どもの権利条約の本。 

『きみの味方だ！子どもの権利条約１～６』 

 
林 量俶，世取山 洋介，こどもくらぶ編集部 ほるぷ出版 

市民の皆さんからいただいた税金で購入した図書等の資料（資産）が、あるべき場所にあるか？という

ことを図書館内で実際に一冊一冊確認する作業です。普段はパソコンで資料の存在を管理しています

が、データー上では「ある」ことになっているのに、実際には棚には無い・・といった状態の本の確認

です。スーパーなどの棚卸の作業を想像していただけたらと思います。また、書架（本棚）の掃除もし

ます。この作業は日常的にもしていますが、今回のような一斉の点検作業でより徹底して行うことがで

きるのです。このような作業のため長期の休館になり、みなさまにご迷惑をおかけいたしますが、ご理

解とご協力をお願い申し上げます。 

 

子どもの虐待事件があとを絶ちません。子どもを守るのは大人の役目ではな

いのでしょうか？生きる権利とは？関連書籍を掲載しました。 
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