● 大 切 な 言 葉 ︑知 ら ない言 葉 ● 感じたことや意見を記し︑
思 考 力 や 表 現 力 を 身 につ
に 線 を 引 く ︒声 に 出 し て 読
けよう︒要約を書くと文章
む と よ り 頭 に入 り ︑時 事 力
力もメキメキ上達するぞ︒
が グ ング ンと 上 が る ︒日 付
と新聞名も忘れずにね︒

効果的で持続できる家庭学習!

朝日新聞
「１～３日前の関連記事」

先に貼る
「今日の記事」

2

4

不自然な文章の原因も
すっきり解消!

5

1,430 円
7

「予言書」
人類はパンデ
ミックにどう勝つのか

1,540 円
8

704 円

他者と自己の共通性に
気づき幸福感を高める

9

小杉健治渾身の
サスペンス小説

新型コロナでこうなる？

これまでと同じようなバーゲンセールやイベントは

開催が難しい。
そこで新しい集客様式が必要となる。

気温が下がる秋から冬は、感染者が増えるかも知れ

ないので、集客の工夫は特に重要。

（20代・男性会社員）

マスクはどんどん
進化していきそう
ですよね！

（高校３年生・男子）

バス、電車、
タクシー。
換気扇がいろんな乗り物に。
特に観光バスは心配。

（40代・主婦）

エレベーターやセルフレジなどのボタンは

指の第二関節で押す。人差し指のは目を
かいてしまうので、中指。（40代・男性会社員）

ASA千里山田北の店長・東條（左）
と
エリアスタッフの花光。
「読者の皆さ
んの不安を少しでも解消してもらい
たくて、今回の企画を考えました」

打ち合わせは

遠くまで行かなくても

オンラインで十分。
（20代・女子大生）

感染予防のため
スーパーの飲食物の
パッケージを洗う。

（40代・女性）

マスクや手洗いや消毒は、ワクチンが
できたら余り過敏にならない方が体に
とっていいと思う。（20代・女子大生）

30

1,650 円
10

「天下分け目の戦い」
と
はどんなもの？
（漫画）

この期間で、家族で家事が分担できた。

元の生活が戻っても同じ様式で！

「乾杯！」は
ジョッキを当てない。

運動会のリレーが

セパレートコースに。
（20代・男性会社員）

宿題が増えそう
でいやや。

（小４・男子）

こうなったら
インコースの
とりあいに？？

（30代・男性会社員）

726 円

1,320 円

（06）6834-1600

注文

●電話受付は平日10時〜17時です。●ファクスの場合は、
（06）6872-0034まで。●お客様の個人情報は、商品のお
届けにASAが利用いたします。

編集後記：緊急事態宣言が解除されたので、ムシではなく、
そろそろ対人の取材を再開したいです。読者の皆さんが元気になれるようなネタを探してきます！
（岡野）

感染の波がくるたびに
マスク着用、三密回避が
より厳格になると思う。
（高校1年生・女子）

永遠に学校が
なくても平気。
（小６・男子）

テレワークに慣れた。
このままでもいいかも。
（40代・男性会社員）

80

うまく付き
コロナとは戦うより︑

●売り切れの場合はご容赦ください。

目を触らなくて良いから。

今号の担当

合った方 が良い︒人と同じで︑
仲良くなる必要はないが︑ケンカする

●お届け日はご注文時にお知らせします。

コンタクトより
メガネ派が増える。

︵ 代・男性︶

●送料無料で ASA がお届けします。

（電話やネットを通じて）お聞きしました。

こともない︒それが新様式 の
基本的 な考え方 になると思う︒

1,760 円

まりそうな生活様式や、今後起こりそうなことを

新しい生活様式と未来予想

●６月５日発売予定

本 棚
の

935 円

地域のいろいろな世代の皆さんに、
これから広

ちょっと先
の

（40代・子育て中の女性）

869 円

新型コロナウイルスの収束はまだ先。今回は、

（通巻242号）

（高校1年生・女子）

不機嫌な時も、
大作家
先生の言葉は面白い!!

朝日新聞千里販売

届 ！

︵ 代・男性会社員︶

新型コロナ経済危機で
「郵便局」
が潰れる！

社員のわがままを引き
出し、
チーム力に

毎月

６月号

確かに、確かに。
目がかゆい時、
無意識に人差し
指の第二関節で
かいてますね

1,430 円
6

3

❸記事のそばに掲載日と新聞
名を書こう。感想や要約（短い
まとめ）を記すことで、より理
解が深まってアタマに残るぞ！

通

2020年

夏涼しく冬温かい
季節のマスクが登場。

●装丁未定︒６月５日発売予定

運動習慣ゼロの
人のための
疲れない動ける
からだをつくるテク

❷❶の詳しい内容が、１〜３
日前 の 朝日新 聞に載ってる
よ。それを探して❶の反対側
にスクラップしてみよう。

手芸用の紙バンド、
エコ
クラフトで、
かごとバッグ

朝日新聞

感染予防のため︑飲食店で使い捨て
食器 が増える︒マイクロプラスチック
自然 に分解 される
問題解決のため︑
プラスチック の開発 が急がれる︒

いつのまにか動ける
からだになるテク

地元情報

QRコードから
朝日と朝小の
無料お試し！

朝日小学生新聞

❶朝小『ニュースあれこれ』の
気になる記事を選び、見開き
【作業手順】
にしたノートの片側にスクラッ
プ（切って貼る）
してね。

1

●１ 〜 ３日 前の朝日 新 聞
に ︑朝 小﹃ ニュー ス あ れ
こ れ﹄のも とになった 記
事があるから探そう︒

後で貼る

● よ り 詳 し い内 容 が 掲 載
さ れ ている こ と が 多い
ので︑親が子に解説する
材料にもなりますよ︒

ノートを自由課題
として学校に提出
するのもオススメ！

緊急事態宣言解除後も、
家庭学習が大切なのは
同じです。効果的で日々
続けられる、朝日新聞と
朝日小学生新聞を使っ
た、家庭学習法をご紹介
します。

月刊

日々届く新聞だから自然と日課に

新千里北町・豊沢タカさん

新千里東町・新原健市さん

俺がやる昼食夫が作り出す

まと

ポリ袋纏って尽くすコロナ医療

締切：6/12
（金）
必着

出ると思う。
食べることは生きる源。でも現実
は、カロリーの摂り過ぎに気を使う、
僕●5 歳…。

色を目にできるロードムービーとし

千里は一歩外に出れば「三密」を避けな

ても楽しいし、何より登場する食べ

がら過ごせる空間もたくさん見つかります

物が、全部めっちゃ美味しそう！
グリルチーズサンド食べたい。「カ

今号が出る頃には、お店や公共施設も

ロリーなんて気にしないぜ」と提供

再開できていればいいなと思います。で

される料理の数々が、空腹感を刺激

映画 .com
より転載

が、散歩だけしているのも飽きてきます。

する。
千 里 ニュータウン にもキッチン
カー走ってほしいなぁ。買い物が困

車いすの映画感想家

AKIRAの

難な人にとって便利だし、学校帰り
の子どもたちもうれしい。千里の各
所を走ってくれたら、きっと人気が

が必要だ…ということは、学問的にも研究

天声人語書き写し
「通常版」 天声人語書き写し
「学習用」 天声こども語学習ノート
「天声人語」を毎日書き写
して、脳の活性化に。
220円

要約や言葉の意味調べな
どの要素をプラス。
220円

朝日小学生新聞の「天声こ
ども語」書き写し専用。
330円

天声人語書き写しノートは他に、
「美文字版（385円）」
「脳トレ版（330円）」がございます。
また「専用保存ボックス（990円）」も好評発売中です。

vol.64

AKIRA/フリーライター・文字起こし業。豊中市在住。
本紙に「映画レビュー」
「街レビ」を連載中。

今月のナイス？ショット
！

「団地に迷い込むムシたち」

スタッフ撮影の写真を
披露するスキマ企画

ブログで
最新コラム
読めます

※ファクスの場合は（06）6872-0034まで。
※いずれも送料・税込価格。※原則、代金は新聞代上乗せ。
※スタッフがご自宅ポストへお届けします。

オンライン／汗／プール

（お題を明記。自作の未発表に限る）

しいものだと思います。

1 カ月にちょうど１冊で、良い習慣になりますよ。

（06）6834-1600

次号のお題（1句でも可）

ような、ざっくばらんな空間をつくってほ

読解力アップに、毎日続ける人が増えています。
ご注文はお電話で承ります
（平日10時〜17時）

小曽根・中川昭代さん

熱費の上昇…など、不都合も出てきます。

のリニューアルでも「第三の場所」になる

大学受験の対策に、小学生の文章力・

雨上がり七色の虹この感動

としてはもちろん、アメリカ各地の景

人生を豊かにする。駅前の再開発や公園

に注目が集まっています。脳の活性化に、高校

新千里西町・改田明子さん

足、家族の乱入、気分が変わらない、光

されています。そういう場所があることが、

おうち時間が増えた今、書き写しノートシリーズ

感動をするたび一つ若返り

書き写しノート 好評発売中！

竹見台・上田憲次さん

アットホームなファミリームービー

人には「第三の場所」
（サード・プレイス）

〒560-0085 豊中市上新
田3-10-21 朝日新聞千里
販売「朝日千里う」係
ＦＡＸ 06・6872・0034
メール aclub＠0843.co.jp
①川柳（お１人３句まで）
②〒住所③氏名④年齢⑤
電話番号（原稿返却不可）

りが健気。

のリスクも下げられます。しかし、運動不

もしれません。公園のベンチかも。

朝小で家庭学習！

カー（移動販売車）を始める話。

子が好演。父親を支えるお手伝いぶ

カフェや飲み屋かもしれないし、図書館か

ズバリ受験対策！

仕事を失ったシェフが、キッチン

はないでしょうか。

ておくと、楽しいです。それは行きつけの

投句先

ジョン・ファブロー監督／2015年 アメリカ

功ロードを快走。シェフの 10 歳の息

ふらっと立ち寄れる場所」を近所に見つけ

朝日千里

シェフ 三ツ星フードトラック始めました

数ヵ月、パターンが変わった人も多いので

「家でもなく、オフィス（学校）でもない、

脳活にもバッチリ！

!!

感動

挫折や試練は薄めで、順調に成

も今後テレワークがある程度定着しても

おうち時間で大注目！

ウイルスがデマの拡散もってこい

岡野

今年50周年を迎えた、せんちゅうパル（千里中央）のテイク
アウトできるお店一覧。
「お店の味をおウチでたべよ♪」

デマ

生活パターンの人が多い町。しかしこの

テレワークでは、通勤時間も浮くし感染

大好きなあのお店が、出
前やテイクアウトをして
いるな んて知らな かっ
た！ 行ったことがない
お店でも、美味しそうな
料理の写真を見たら思
わ ず 注 文してしまいま
す。コロナが明けても利
用したくなりそうなお店
がいっぱいです。

コロナ禍に一喜一憂ころがされ

【お店一覧】

「ベッドタウン」千里。都心に通勤する

寺内・岸田知香子さん

インスタグラムは写真で選ぶのに便利
ですよ。ツイッターやフェイスブックで
の情報の広がりもスゴイ！

ツイッター

散歩だけでは飽きるので

のっぺらぼう流言飛語し高笑い

インスタグラム

「ニュータウン研究家」奥居武さんのコラム

高野台・江藤憲子さん

フェイスブック

ツイッター

可愛い子長靴はいてピチャピチャと

インスタグラム

豊中市民有志により結成された「豊中の飲食店を応援し隊」
が中心となって、
「今ちょっと外食しにくいんだけど、あの店
のあの料理が自宅でゆっくり食べられたらいいのになぁ‥」
をコンセプトに、市内の飲食店テイクアウト情報を紹介。

新千里北町・豊沢タカさん

「“うまい”はコロナに負けない」がキャッチコピーの、吹田市
民による、市民のためのデリバリー・テイクアウトプロジェク
ト。市のまとめ情報だけでなく、市民やお店による自主的な
SNSへの投稿がズラリ。
「#吹田エール飯」
で検索！

【公式サイト】

津雲台・中川隆充さん

【公式サイト】

とび越えたつもりのはずの水たまり

※情報は予告なく変更の可能性あり。※写真はイメージ。※問い合わせは直接店舗へ。

あこがれた鎖骨くぼみに水たまり

「感動」が
若返りの
妙薬とは！

新千里西町・改田明子さん

出前・持ち帰り店 まとめサイト・SNS

緊急事態宣言中、地元飲食店の「出前と持ち帰り」は
とても頼りになりました。コロナの完全な収束はまだ
先です。今後も、地域資源としてうまく利用しながら、
お店の応援にもつなげていきたいですね。

山手町・俣野喜一さん

保存版 うまく利用しながら地元のお店を応援！

水たまり昔はもっとあったんだ

QRコード
からも投句
できます。

水たまり

奥居さん

『アラウンド・藤白台』

キマダラミヤマカミキリ

トノサマバッタ

とある団地。灯りに誘
われたのか、やって来
た ムシたちを撮 影。
ジーッと動 か ず に 隠
れ た つもりかも知 れ
ないけど、白壁にとて
も目立ってマヌケ。た
まに、市街地には珍し
いのも来てるみたい。

（はみ出し）
トップ記事の「新生活様式」。私は「マスクの向こうの笑顔」が大切になると思います。マスクで無表情だと、
どうしてもキツく感じられるからです。
（岡野）

