表紙
148×105mm
余白は空けなくてよい。
（CLISのプリンタは端まで印刷できませんが、印刷委託
先のプリンタは、上下左右ギリギリまで印刷可能で
す。）

墨 田 ゆ か り の ま ん が 家「田 河 水 泡（た が わ す い ほ う」、
「滝田ゆう」、「ちばてつや」、「ちばあきお」の４人を紹介
します。図書館では、４人の作品を数多く所蔵しています。
みなさん、一度、読んでみませんか。

明治32年(1899)墨田区立川生ま
れ、落語作家としてデビュー、その
後、漫 画 を 執 筆。弟 子 に 長 谷 川 町
子、滝田ゆうなどがいる。
【作品】
のらくろ喫茶店 復刊ドットコム
のらくろ捕物帳 復刊ドットコム
のらくろ放浪記 復刊ドットコム

てぃ～んず情報誌Vol.37

昭 和6年 (1931) 墨 田 区 東 向 島
生 ま れ、田 河 水 泡 の 内 弟 子 と な
り、昭 和27年 (1952)『漫 画 少
年』に描きデビュー。
【作品】
寺島町奇譚 筑摩書房
昭和夢増資 筑摩書房
昭和ながれ唄 学研

昭和14年(1939)東京で生まれ、少年
期 を 墨 田 区 向 島 で 過 ご す。昭 和 ３ ３ 年
(1958)『舞踏会の少女』でデビュー。
【作品】
あしたのジョー 全１２巻 コミックス
ハリスの旋風（かぜ） 全6巻 ホーム社
のたり松太郎 全22巻 小学館

昭和18年(1943)中国満 州で生 ま れ、
少年期を墨田区向島で過ごす。昭和４２年
(1967)「サブとチビ」（なかよし）でデ
ビュー。兄はまんが家の「ちばてつや」。
昭和59年(1984)死去。
【作品】
キャプテン 完全版 全１８巻 ホーム社
プレイボール 全１１巻 集英社
ふしぎトーボくん 全４巻 集英社
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４面
３面
ＳＤＧｓ（エス・ディー・ジーズ）という言葉を目や耳にすることはありませんか？ＳＤＧｓとは「Sustainable Development

Goals」の頭文字をとったもので、日本語では「持続可能な開発目標」

と言います。誰一人取り残さない持続可能でよりよい社会実現を目指す世界共有の目標です。2015年の国連サミットにおいてすべての加盟国が合意した「持続可能な開発のための2030ア
ジェンダ」の中で挙げられてきました。2030年を達成年限として、17のゴール（目標）と169のターゲットから構成されています。

目標1 貧困

貧困をなくそう

目標2 飢餓

飢餓をゼロに

目標3 保健

すべての人に健康と福祉を

目標4 教育

質の高い教育をみんなに

目標5 ジェンダー

ジェンダー平等を実現しよう

目標6 水・衛生

安全な水とトイレを世界に

目標7 エネルギー

エネルギーをみんなにそしてクリーンに

目標8 経済成長と雇用

働きがいも経済成長も

目標9 ｲﾝﾌﾗ、産業化、ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

産業と技術革新の基礎をつくろう

目標10 不平等

人や国の不平等をなくそう

目標11 持続可能な都市

住み続けられるまちづくりを

目標12 持続可能な消費と生産

つくる責任つかう責任

目標13 気候変動

気候変動に具体的な対策を

目標14 海洋資源

海の豊かさを守ろう

目標15 陸上資源

陸の豊かさも守ろう

目標16 平和

平和と公正をすべての人に

目標17 実施手段

パートナーシップで目標を達成しよう

「SDGsがよくわかる本」
松原恭司郎／著
秀和システム

「マンガで学ぶSDGs 1～３」
蟹江憲史／監修 金の星社

「SDGsぬまっち式アクション100 １～３」
沼田晶弘／監修 鈴木出版

「教科で学ぶSDGs学」
稲葉茂勝／著 今人舎

「SDGsのきほん－未来のための17の目標－ １～１８」 ポプラ社
「未来を変えるレストラン －おはなしSDGs つくる責任つかう責任－」
小林深雪／作 めばち／絵
講談社
「水とトイレがなかったら? －おはなしSDGs 安全な水とトイレを世界中にー」
石崎洋司／作 下平けーすけ／絵

講談社

「未来をつくる道具わたしたちのSDGs」
川廷昌弘／著 ナツメ社
「お笑い芸人と学ぶ13歳からのSDGs」

たかまつなな／著 佐藤真久／監修
くもん出版
「SDGsでかんがえよう地球のごみ問題 1～３」
井田仁康／総合監修 童心社

書影

みんな自分らしくいるためのはじめてのLGBT
遠藤まめた／著 筑摩書房 2021.6
近年、LGBTという言葉が広く知られるようにな
りました。小さい頃から自分らしく生きられない
ことを悩んでいる方々がいます。人はひとりひと
り違った考え方を持っている。そんなことを気づ
かせてくれる一冊です。自分らしく生きたい人に
おススメします。

高さ340mm
又は
幅255mm

書影

鎌田浩毅／著 岩波書店 2021.3
日本で起きた地震の歴史やメカニズムが分かりや
すい言葉で解説されています。津波の発生のしく
みも載っているので、もしもの時にどう行動すれ
ばいいのかが分かります。地震はいつ起きてもお
かしくありません。自分と大切な人を守るために
私たちはどう行動すればいいでしょうか。

又は
幅255mm

書影

世界のおやつ－おうちで作れるレシピ100－
鈴木文／著 パイインターナショナル 2021.2
世界を旅したパティシエールによる、その国に最
も馴染みのあるお菓子のセレクト本。レシピやコ
ラムに、イラストと写真が付いているので、見て
いるだけでも楽しむことができます。「世界のお
やつ」で充実したおうち時間をどうぞ！

高さ340mm
又は
幅255mm

高さ340mm
又は
幅255mm

書影

地震はなぜ起きる?

高さ340mm

書影

高さ340mm
又は
幅255mm

書影
高さ340mm
又は
幅255mm

書影

4色ボールペンでかんたん！かわいい手帳イラス
ト－毎日がもっと楽しくなる！－

書影

高さ340mm

Igloo*dining*／著 河出書房新社 2021.2
４色という限られた色の中で、より楽しく手帳に
描く方法が紹介されています。イラストに不慣れ
な方でも簡単に描けるポイントや、実例を多く掲
載。何度でも見返したくなる、自分だけの手帳や
ノート、日記を作ってみてくださいね。

高さ340mm

又は
幅255mm

７面

かんなづき

かみありづき

神無月と神在月

水野瀬高校放送部の四つの声
青谷真未／著 早川書房 2021.7
元野球部の巌泰司は校庭に響いたマイクの音を
きっかけに放送同好会を設立する。そこに元演劇
部の一年生が二人と競馬実況をする二年生も加わ
り、同好会は部活として活動することになる。し
かし人数が増えるにつれて悩み事も増えていくよ
うで…。

鳥がぼくらは祈り、
島口大樹／著 講談社 2021.7
中学の時のある事件をキッカケにつながった4人。
高校生となった4人は、お互いに微妙な距離感を保
ちながらつるんでいた。そんなある日、DVを繰り
返す池井の父親が自殺。この自殺をキッカケに、
それぞれ4人が遠ざけてきた家族との関係に向き合
い始める。

海を見た日
M.G..ヘネシー/著 杉田七重/訳
鈴木出版 2021.5
様々な事情から里子になった ナヴェイア、ヴィ
ク、マーラ。新しく来たクェンティンの別れたマ
マに会いに行きますが…生い立ちの異なる里子た
ちがこの旅を通して「家族」になっていく様子を
ぜひ読んで下さい。

又は
幅255mm

キリギリスのしあわせ
トーン・テレヘン／著 長山さき／訳
新潮社 2021.４
太陽と月と星以外はなんでもあるという店を開い
ているキリギリスのお話。『ほしいもの』を受け
取りにくる森の動物たちの為に毎日頑張るキリギ
リス。登場人物を擬人化したことで優しさにあふ
れていながら少し哲学の香りがする一冊。

８面
148×105mm

148×105mm
旧暦の１０月は、「神無月」や「神在月」といい

余白は空けなくてよい。

ますが、由来をご存じですか？

（CLISのプリンタは端まで印刷できませんが、印刷委託
やおよろず

余白は空けなくてよい。
（CLISのプリンタは端まで印刷できませんが、印刷委託

先のプリンタは、上下左右ギリギリまで印刷可能で
神無月は、日本中の神様（八百万の神）が旧暦９月

先のプリンタは、上下左右ギリギリまで印刷可能で

す。）
最終日になると出雲大社へ旅立ち、国元を留守にする

す。）

ことに由来します。
そして神様たちは出雲大社に集まり、様々な会議が行
われるため、出雲地方では神在月と呼ばれます。
かみはか

そこで神様たちは、男女の縁組（ 神 議 り）や酒造り
などの会議を行います。
和風月名や旧暦については様々な説があります。ぜひ
図書館で調べてみて下さいね！

〈参考文献とおすすめ本〉
・『由来からわかる日本と世界の行事図鑑』山田慎也/監修
スタジオタッククリエイティブ
・『絵でつづるやさしい暮らし歳時記』新谷尚紀/監修 日本文芸社
・『季節のこよみ』平野恵理子/著 偕成社

