
 

  ティーンズだより 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｖｏｌ．４ 

読書の秋！！ということで、今回は 

「この本読んで」と「ｒｅａｄ ｍｅ！」 

の特集です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この夏休み中は、ティーンズコーナ

ーも利用してくれる人が多かったみた

いで、「この本読んで」の投稿も最多を

記録しました。皆様ありがとうござい

ます。これからも、どしどし投稿して

くださいね。（＾－＾）お待ちしていま

す！ 

 

 

 

 

 

さて、今回は、前回募集したイラス

トが表紙になっています。（↑このイラ

ストも応募作品です。）みなさんのかな

りの力作に担当者も驚いています。あ

りがとうございました！また、企画し

たいと思いますので、お楽しみに！ 

 では、例によって「今日は何の日？」

いってみましょう。今回の発行日１０

月２５日ですが、いったい何の日でし

ょう？いくつかあるうちの二つをご紹

介します。①「世界パスタデー」②「民

間航空記念日」です。 

①は 1995(平成 7)年、イタリアで世

界パスタ会議が開催されたことにちな

んでいて、EU やイタリアパスタ製造

業者連合会などが合同でパスタの販売

促進キャンペーンを行っています。お

いしそうな記念日でいいですよね（笑）

これはインターネットからの情報なの

で、気になる人は「世界パスタデー」

で検索してみてください。 

②は 1951 年（昭和２６年）戦後最

初の国内民間航空として誕生した日本

航空が運行を開始したのに由来してい

て、この日の一番機「もく星号」は、

クルーはすべて外国人で乗客は２１名、

東京―福岡間で運行されました。その

運賃は 11,420 円で、なんと当時の大卒

の初任給よりも高かったそうですよ。 

 では、また次回をおたのしみに・・・。 

 

参考：『365 日、今日は何の日？』日本

記念日協会編／日本経済新聞社／

2000.12  
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☆この本読んで！☆ 

７月から９月にかけてお答えいただい

たアンケートをもとに、皆さんおすすめ

の本をあつめたリストです。これから本

を選ぶ際の参考にしてみてください。 

◆「いきなりミーハー」

シリーズ 

落合ゆかり作 カトリ

ーヌあやこ絵 集英社

913.6/カト ﾃｨｰﾝｽﾞ 

よんでいてすごく楽しい本です。いろいろなトラブ

ルがおきるのがすごくたのしいですよね。（絵も、

面白いですし。）全巻読むのが私のもくひょうで

す！（小学女） 

◆5000キロを旅した犬・ボビー 

川手真砂 ハート出版 916/カ 児童 

とにかくかんどー！（ほんとの話）（小５女） 

◆いつもだれかが、、、 

ユッタ・バウラー作 上田真而子訳  

徳間書店 Ｅ/バ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

これは、かんたんな文で表情、きもちをあらわすこ

とができて、すごいと思います。（中１女） 

 

◆ゆうたのゆめをみる 

きたやまようこ作 あ

か ね 書 房  Ｅ / キ   

ﾃｨｰﾝｽﾞ・児童・移動 

ひょうげんがすごくわかりやすくてよみやすい（小

４） 

◆スーパーばあちゃん登場 

フォレスト・ウィルソン作 生田信夫訳  

くもん出版 933/ウ 児童 

こんなおばあちゃんがいたらいいなあと思いまし

た。（小５） 

◆妖精事典 

キャサリン・ブリッグズ編

著 富山房 388.33/ブ 

ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

 

空想の生物がなんかよかった。（中２女） 

◆バレエ物語 

伊藤佐喜雄編訳 偕成社 769/バ 児童 

バレエシリーズの「バレエ物語」です！バレエのお

話をものすごくわかりやすくかいてあります。ぜひ

よんでね。（小 4女） 

◆とび丸竜の案内人 

柏 葉 幸 子  偕 成 社 

913/カ 児童 

 

みんなに読んでほしいオススメの本は、「とび丸竜

の案内人」です。絵もお気に入りです！！ぜひ読ん

でほしいです！！（小５女） 

◆グスコーブドリの伝記『宮沢賢治童話全集

１１』より 

宮沢賢治 岩崎書店 913/ミ 児童 

かざんのふんかを防ぐために自分の命をぎせいに

するというすごくかんどうてきな物語だから私の

おすすめの本 

◆ハンナのかばん 

カレン・レビン ポプラ社 936/レ 児童 

せんそうの時の事など書かれていて良かった。 

 

◆ＧＯＴＨ―リストカット事件― 

乙一著 角川書店 913.6/オツ 一般 

なんかいい、すごい本です。（中 2女） 

 

◆かようびのよる 

デヴィット・ウィズナ

ー作  当麻ゆか訳 

徳間書店 Ｅ/ウ 

ﾃｨｰﾝｽﾞ・児童 

かえるやぶたがでてきておもしろいよ！（小４女） 

◆「ちょー」シリーズ 

野梨原花南 集英社 

913.6/ノリ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

美ボウの姫君と獣に変身できる王子様のお話です。

といってもシリーズものなのでいろいろな個性的

なキャラも出てきます。ドレス、魔法使い、冒険好

きな方おススメです。（一般女） 

◆「のはらクラブ」シリーズ 

たかどのほうこ 理論社 913/タ  

児童・移動 

のはらが大すきなおばさんが、のはらクラブをひら

き、子どもたちをあつめたんけん！（小４女） 

とってもおもしろいくさとかしょうかいしてくれ

る！（小４女） 

いろいろな草をしょうかいしてくれる！！（小１女） 

この本は、ずかんみたいな本みたいな。くさがいろ

いろのっていてキャラもかわいいです！（小４女） 

 

◆「ハリーポッター」シリーズ 

Ｊ・Ｋ・ローリング 静山社 933/ロ  

児童・移動 

やっぱハリーポッターでしょ！読まなきゃ損！！

５巻よみたぁ～い 

私はハリポタシリーズです。すごくおもしろいよ！

一週間くらいで読める本。おすすめ！！（中２女） 

激ＬＯＶＥですっ！！（小６女） 

毎回ぼくの推理を裏切って意外なてんかいになっ

ていくので楽しめるから読んでミテ～ 

◆戦争で死んだ兵士

のこと 

小泉吉宏  

ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ E/コ 

ﾃｨｰﾝｽﾞ 

心にグッとくるような絵本です。（中３女） 

◆きつねのまいもん屋 

富安陽子 新日本出版社 913/ト 児童・移動 

小１のとき読んだ。とってもおもしろいのでよんで

みてくださいな。（小５女） 

◆ドングリ山のやまん

ばあさん 

富 安 陽 子  理 論 社 

913/ト 児童・移動 

 

やまんばあさんは、とーってもすごい人！！よんで

みて。（小４女） 



◆十二国記シリーズ 

小野不由美 講談社 

913.6/オノ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

王様になってどういう事が大変になるかが分かっ

てとても良い話だった。別世界であって文化のちが

いが不思議に思った。（小６女） 

◆ドリームキャッチャー 

スティーブン・キング 新潮社 933.7/キン 

文庫 

恐え～！！！（泣）でも夢中で読みました。今年の

ゴールデンウィークに映画公開したらしいですが、

まだ見てません。活字でもこんなに恐いのにコレを

スクリーンで見た日にゃあ失神するかも・・・。（高

２女） 

◆ＮＨＫ和風きょうの料理（未所蔵） 

カンタンにできる和風レシピがいっぱい。（学校の

図書館でみつけました）やたら古めかしい本だけど

味はピカイチ！これこそお袋の味！？オススメは

“れんこんの直煮”最高に美味！（＾＾）ｂ 

 

◆これは王国のかぎ 

荻 原 規 子  理 論 社 

913./オ  

ﾃｨｰﾝｽﾞ・児童・移動 

失恋して泣きつかれねむってしまったヒロミが目

覚めたら、そこはチグリス川だった！！ターバンを

巻いた青年ハールーンに壷から呼び出された魔人

として、アラビアナイトの世界を冒険する愛と感動

の物語です。ぜひ一度読んでみてください☆ 

◆Ｐｉｎｅ Ａｆｔｅ

ｒ Ｓｈｉｎｅ 姫神

さまに願いを 

藤 原 眞 莉  集 英 社 

913.6/フジ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

本編も、清明編もおもしろいでス！何回読んでもタ

ノシイデス。 

 

◆青い六法 

林俊夫 早稲田経営出版 913.6/ハヤ  

一般 

主人公は大学４年生の男の子。卒業後の進路に悩み、

偶然に出会ったチョ～美形の女性にひかれ･･･何時

の間にか司法試験を勉強することに。次々に現れる

女性との出会い、そして受験の挫折と苦悩。彼は果

たして司法試験に合格できるであろうか？ちょっ

と真面目な青春系小説です。 

 

◆女子大生会計士の事件簿１・２ 

山田真哉 英治出版 913.6/ヤマ 一般 

この小説に登場するのは監査法人入社１年目、２９

歳のカッキーと入社４年目の先輩である萌ちゃん。

先輩は現役の女子大生。自信過剰気味な萌ちゃんと

控えめなカッキー。ちょっとしたコメディ小説です。 

 

 

 

 

 

 

図書館がオススメするすてきな本 

 

 

 

 

 

●台所のマリアさま 

ルーマ・ゴッデン/著 

猪熊葉子/訳 評論社 

933/ゴ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

故郷をはなれて、さみしくすごすお手伝いのマルタ

のために、グレゴリーとジャネット二人の兄妹が素

敵なプレゼントを作ります。 

世界にただ一つの心のこもったプレゼントとは何

でしょう、マルタも、そしてトーマス一家も幸せに

なれます。 

 

●ドリトル先生と緑の

カナリア 

ヒュー・ロフティング/作 

井伏鱒二/訳 岩波少年

文庫 933/ロ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

緑のカナリア、ピピネラがドリトル先生に出会うま

でのお話。「一羽の鳥にも、いろいろな出来事があ

るんだなぁ～」なんてしみじみ、、ドリトル先生が

動物の言葉がわかったおかげで 

 

 

●アーサーとミニモ

イたち 

リュック・ベッソン/

著  松本百合子/訳 

角 川 書 店  953/ベ 

ﾃｨｰﾝｽﾞ 

映画「ニキータ」「レオン」でおなじみ、リュック・

ベッソン監督が大人も子供も楽しめるファンタジ

ーを書いちゃいました。 

おばあさんと暮らす少年アーサーが、体長２ミリの

ミニモイ族の世界へ、、、ミニモイの世界（家の庭）

を一緒に冒険してみよう！ 

映画化の予定もあるそうですヨ。 

続刊「アーサーと禁じられた王国」も出ました。 

 

●ヘンリー・シュガー

のわくわくする話 

ロアルド・ダール/著 

小野章/訳 評論社 

933/ダ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

７つの短編集。ウソかホントか、不思議な話ばかり

です。ウミガメの背中に乗って旅する少年や、目を

使わないでものを見るインド人の話など、気が付け

ばウソかホントかなんてことを忘れて、話のなかに

ひきこまれます。作者が小説を書くようになるまで

の話も、ウソのようなホントの話。 

 独特のダールワールドへ、 

 

 

 



●日本霊異記 遠いむ

かしのふしぎな話 

水上勉/著 

岩波少年文庫 913/ミ 

ﾃｨｰﾝｽﾞ 

千年以上前に生きていた人たちから、語り継がれた

話を今、読めるなんてそれこそふしぎな話ですよね

ぇ。 千年前も今も日本人の考え方はそんなに変わ

っていないんじゃぁないかと思ってしまう一冊。一

つ一つの話は、とても短いのでアッという間に読め

ますよ！！ 

 

●歯みがきつくって億万長者 

ジーン・メリル/作  

岡本小百合/訳 平野恵理子/絵 偕成社 

933/メ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

12歳の男の子、ルーファスのアイデアで、安い歯

みがき粉を作り、大人をおどろかせてしまうおはな

し。副題、やさしくわかる経済の話 

 

●王子シッダールタ①王宮からの旅立ち 

パトリチア・ケンディ/著 大岡玲/訳  

集英社 973/ケン ﾃｨｰﾝｽﾞ 

２５００年前のインドを舞台に、のちにブッダとな

るシッダールタ王子の物語。人の苦しみ、悲しみの

根本をみつめ、答えをさがす旅にでるひとりの人間、

シッダールタの姿が新鮮です。 

 

 

 

●嘘ばっかし 

天野祐吉・ミハラチカ/著 

福音館書店 914/ア  

ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

タイトル通り、嘘ばっかしな一冊。ここまで徹底的

で、害のないウソは、「ユーモア」です。 

写真や、イラストも凝っているんで見るだけでもオ

モシロイですよ！ 

 

●レッスン 

キャロル・リン・ピアソン/著 

灰島かり/訳 ささめやゆき/画 

平凡社 933/ピ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

「自分だけにしか解けない問題に、向き合っている

かな？」そんなことをふっと考えてしまう絵本です。

問題の答えは、人とちがっていてもいいんだョ。 

 

●「クローディアの秘密」 

『カニグズバーグ作品集１』より 

カニグズバーグ著  

松永ふみ子訳 

岩波書店 933/ｶ/1  

ﾃｨｰﾝｽﾞ・児童 

 不便なことを嫌うクローディアは、綿密な計画を

立てて弟を連れ、なんと美術館に家出します。そこ

で美しい天使像に魅せられ、この天使像が有名なミ

ケランジェロの作品かもしれないと知り、この謎を

解くため調べはじめます。はたして家出と謎解きと

彼女の冒険の結末は・・・？ 

●もし大作曲家と 

友だちになれたら… 

スティーブン・イッサーリス

著 板倉克子訳 

音楽の友社 762/イ 

ﾃｨｰﾝｽﾞ・児童 

 有名な作曲家バッハ、モーツァルト、ベートーベ

ン、シューマン、ブラームス、ストラビンスキーの

６人が、いったいどんな人物だったのかユーモアた

っぷりに紹介されています。読み終わったら、彼ら

の曲が聴きたくなるかも。 

●『ビッビ・ボッケンの

ふしぎ図書館』 

ヨースタイン・ゴルデル 

クラウス・ハーゲルップ

著 猪苗代英徳訳 Ｎ

ＨＫ出版 949/ゴ  

ﾃｨｰﾝｽﾞ・児童 

 ニルスとベーリットはいとこ同士。ふたりがレタ

ーブックの交換をはじめたときから、奇妙なことば

かり起こるようになります。ふたりのことをなんで

も知っているなぞの女ビッビは、世界中の古くてめ

ずらしい本を集めているらしい。ビッビだけがその

場所をしっている「ふしぎ図書館」にはまだ誰にも

かかれていない本が収められているといいます。彼

女はいったい何者？レターブックをつけねらうは

げ頭の男のたくらみは？フィヨルドと氷河に囲ま

れた美しい小さな村を舞台に、これから書かれる本

を探してふたりの冒険がはじまります。 

 

●『コララインとボタ

ンの魔女』 

ニール・ゲイマン著 

金原瑞人・中村浩美訳 

角 川 書 店  933/ゲ 

ﾃｨｰﾝｽﾞ・児童 

パパとママと古い家に引っ越してきたコラライ

ン。でも、両親は忙しくてなかなか相手をしてくれ

ません。家には開けてもレンガの壁しかない不思議

な扉がありました。ある日、退屈しのぎに開けてみ

ると、もうひとつの世界へとつながっていて、そこ

にはボタンの目を持つもう一人のパパとママ

が・・・！？ 

 

 

●『フリップ村のとてもし

つこいガッパーども』 

ジョージ・ソウンダース作 

青山南訳 レインスミス 

いそっぷ社 933.8/ソウ 

ガッパーはイガイガ黄色の奇妙な生きもの。なぜ

かヤギにくっつくのが大好き。でも、ヤギたちはガ

ッパーにくっつかれると乳を出さなくなってしま

います。ガッパーどもをヤギから取り除くのは村の

子どもたちの仕事でした。それが変わらない日常だ

ったのです。ところが、あるときちょっとだけ頭の

いいガッパーがあらわれて・・・！ 
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Ｖｏｌ．５ 

今回のみどりの翼は・・・ 

・この本読んで！ 

・図書館がオススメするすてきな本 

ｒｅａｄ ｍｅ！ 

・あとがき ZAREGOTO 

今日は何の日？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いつも図書館のご利用ありがとう

ございます。今年も季刊「みどりの翼」

をよろしくおねがいします。より多く

のよい本を紹介できるよう、がんばり

ますので、みなさんもどしどし投稿し

てくださいね！ 

 それはそうと、新年が始まったと思

ったら、もう今年の 12 分の１が終わろ

うとしています。最近寒いので、はや

く春よ来いとも思いますが。みなさん

は時間の過ぎるの、速くしたいです

か？それとも遅くしたいですか？ 

 

 

 

 

 

 さて、今回の発行日の 1 月 31 日は何

の日なのでしょうか？ 

・・・・・・こんな記念日があるの

かとびっくりしましたが「五つ子誕生

の日」です。1976 年（昭和 51 年）の

この日、鹿児島市立病院で日本初の五

つ子（男児２人、女児 3 人）が誕生し

たことによるそうです。 

そしてもう一つが「路面電車の日」

です。 

1895 年（明治 28 年）に日本初の路

面電車が京都で開通しました。塩小路

から伏見までの北野線で、イギリス製

の 15 馬力 16 人乗りの電車は時速 10

キロほどで走ったのだとか。 

 自転車の平均速度が時速 12～15 キ

ロで、のんびり買い物をする人が時速

10 キロ程度で走っているそうなので、

もし現代人が生活の足としてこの路面

電車に乗ったら、遅くてイライラする

かもしれませんね。 

 

 

 

 

参考：『365 日、今日は何の日？記念日

ハンドブック』日本記念日協会編／日

本経済新聞社／2000.12  

『自転車旅行をはじめよう』のぐちや

すお著／山海堂／1999.5 
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☆この本読んで！☆ 

昨年１０月から１２月にかけてお答え

いただいたアンケートをもとに、皆さん

おすすめの本をあつめたリストです。こ

れから本を選ぶ際の参考にしてみてくだ

さい。 

（※米印は担当からのコメントです。） 

 

 

『エイブ・リンカーン』 

吉田源三郎/著 ﾎﾟﾌﾟﾗ社 

289/リ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

勉強しようみんな（高２男） 

※すばらしいご意見ですね。ちなみにこれは、ア

メリカ１６代大統領リンカーンの伝記です。 

 

 

『ホーリィの手記』 

加藤ヒロノリ/著 

安田均/原案 富士見書房 

913.6/カト ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

４がとてもハラハラします。恋愛系が好みの方は

一度どうぞ（小６女） 

 

『ピンポン』 

松本大洋/著 小学館 Ｍ721.6/マ 一般 

すごくおもしろい！！（中２女） 

※映画化もして話題になったマンガです。 

 

『聖戦ヴァンデ』上・下 

藤本ひとみ/著 角川書店 

913.6/フジ 一般文庫 

これはティーンズ向けと言えるかどうか分かり

ませんが、フランス革命後のヴァンデ地方で起きた

本当にあった革命政府対王政復活を願う貴族と農

民の戦いをえがいている話です。言葉の１つ１つが

感動的で涙なしには読めませんでした。願いは皆、

「平和」なのに争い合う。一体どちらが正義なの

か？と考えさせられます。（一般女） 

 

 

『13ヶ月と 13週間と 

13日の満月の夜』 

アレックス・シアラー/

著 金原瑞人/訳 

求竜堂 

933.7/シ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

これはすごくはまります！図書館にはありませ

んが。精文館などで見るといいです。（小学生） 

※いえいえ、ありますよ～。最近人気で、よく借

りられています。本が見つからないときは、職員に

聞いてみてくださいね。 

 

 

『倫敦奇談』 

椹野道流 講談社 

913.6/フシ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

かなり泣けます、、大好き！（中２女） 

 

『西遊記』上・中・下 

呉承恩/作 渡辺仙州

/編訳 偕成社 

923/ゴ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

西遊記シリーズおもしろいよー！（小５男） 

 

『聖ミラン学園シリーズ』 

七海花音/著 小学館 

913.6/ナナ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

やさしい気分になれる（中２女） 

かなり泣いた～！（中２女） 

 

『真夏のボヘミヤン』 

秋月こお/著 集英社 

913.6/アキ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

これも泣けます（中２女） 

 

 

『キノの旅』 

時雨沢恵一 角川書店 

913.6/シグ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

 

これを見たのはアニメがはじめてなんですが、、、

かなりハマッた!!「大人の国」が好き！（中２女） 

今、一番お気に入りで一番ハマっている本です！

私も旅に行きたくなりました。（中１女） 

 

 

 

『マリア様がみてる』 

今野緒雪/著 集英社 

913.6/コン ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

 

おもしろい（中２女） 

※アニメ化して利用者増加中です。 

 

『リンの谷のローワン』シリーズ 

エミリー・ロッダ /著  あすなろ書房 

933/ロ ﾃｨｰﾝｽﾞ・児童・移動 

私は冒険とかそういうのが好き。ローワンの本の

を読むと自分も物語の中にいる感じがします。ハリ

ポタとローワンが大好きです。（中２女） 

 

 

『巷説百物語』 

京極夏彦/著 

角川書店・中央公論社 

913.6/キヨ 一般 

 

私もまだ読み始めたばかりなので、くわしいこと

はわかりませんが、一言で言うと、怖い、楽しい、

かっこいいです！！わかりにくくて、ごめんなさい。

でもおもしろいんです！（中３女） 

※このシリーズ三作目の「後巷説百物語」が、直

木賞を受賞しました。分厚さが特徴の京極さんの作

品ですが、ハマル人はハマルようです。 

 



『木更津キャッツアイ』 

宮藤官九郎/著 角川書店 

912.7/クド 一般 

かなりＬＯＶＥ（中２女） 

 

『アニメディア』 

学習研究社 ﾃｨｰﾝｽﾞ雑誌 

よんでちょうたのしいでわたしは、犬夜叉が好き。

（小５女） 

 

『ハリーポッター』シリーズ 

Ｊ・Ｋ・ローリング/著 静山社 

933/ロ 児童 

あんなに真剣になって読める本は、これしかな

い！ハリー、ハーマイオニー、ロンの三人組大好き

です。でもグリフィンドールより、スリザリンの方

が良。（中２女） 

 

『カラフル』 

森絵都 理論社 913/モ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

『カラフル』をよんで！本を読んでいるうちに、

次は！次は！という感じになれる本です。（小６女） 

 

番外編コメント 

とにかく、図書館の本を読んで下さい。（中１女） 

※嬉しいお言葉につい掲載してしまいました。み

なさんが好きだと思える本がきっとどこかで眠っ

ていると思います。どうぞいろいろ探してみて下さ

い！ 

 

 

図書館がオススメするすてきな本 

 

 

 

 

 

 

『世界の名詩を読みかえす』 

飯吉光夫/訳・解説 いそっぷ社 908.1/ｾｶ 

ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 ヘッセ・ゲーテ・ランボー。。。名前はきいたこと

あるけど、昔の人の詩なんて、、と思っているあな

たにオススメです。きっと今の自分にグットくる詩

が一つはみつかるはず。それぞれの詩に合った挿絵

もステキですよ！ 

 

『飛ぶ教室』 

エーリヒ・ケストナー/著 

高橋健二/訳 岩波書店 

943/ｹ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

 

 舞台はドイツの寄宿学校。子供たちは、いたずら

したり、ケンカしたり、いろんなことを経験して成

長して、周りの大人は子供の頃の思い出を大切に暮

らしています。子供と大人、小さい大きいなんて関

係のない、涙も喜びもたくさん詰まったクリスマス

物語です。 

 

 

『宇宙でいちばん 

あかるい屋根』 

野中ともそ 

ポプラ社 

913.6/ﾉﾅ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

 中学生のつばめと、いつの間にかビルの屋上にい

る星ばあとのひと夏の出会い。歳の離れた、赤の他

人の２人なのに、「類は友を呼ぶ」？ふつうの人は

見過ごしてしまう瞬間を大切にする気持ちに、歳の

差は関係ありません。星ばあの一言一言も歯切れが

よくて楽しいです。 

 

 

『コスモス マジック』 

田村理江/作 

朝倉めぐみ/絵  

フレーベル館 

913/ﾀ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

 「悪いことを考えるひまがあったら、楽しいこと

を考えましょう。」コスモスに似たファファフラス

という花を求めて１５年行方不明の夫の帰りを待

つミセスグレース。ある日、コスモスの咲くコスモ

ス邸のそうじ手伝いのチラシをみつけて、そこで暮

らすルウ少年と出会います。 

 

 

 

 

『「私」であるための

憲法前文』 

大塚英志/編著 

角川書店  

323.14/オ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

 １0代の少年、少女１２３人が自分の言葉で書い

た１２３通りの憲法前文。未来を託せる日本の姿が

みえます。あなただったら、どんな前文を書きます

か？主権在民、一人一人が主人公！ 

 

 

『ヴァン・ゴッホ・カフ

ェ』 

シンシア・ライラント/

著 中村妙子/訳 ささ

めやゆき/絵 偕成社 

933/ﾗ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 不思議なコトが次々おこるヴァン・ゴッホ・カフ

ェ。やってくるお客は、表情がゆるみ、せかせかし

た態度がくつろぎ、、、心なごむひとときをすごしに

来ているようす。こんなカフェがあったらいいな！ 

 

 

 

 

 

 

 



『クマのプーさんとし

ょんぼりイーヨー』 

Ａ・Ａミルン/文 Ｅ・

Ｈシェパード/絵 吉田

利子/訳 ＰＨＰ研究所 

937/ﾐﾙ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 プーさんの物語に出てくる、ロバのイーヨーが今

回の主人公。ひねくれ者で不平ばかり、いつも一人

ブツブツ言っているイーヨーの言葉に耳を傾けて

みてください。誰にでも、イーヨーな気分のときが

あるよね！ 

 

『椅子職人』 

川嶋康男/著 大日本図書 

583/ｶ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 北海道旭川にうまれた、長原実。世界に通用する

ような家具を日本から発進したいと、夢を持ち、ド

イツで修行する。「大学へ行くことだけが、勉強じ

ゃない！」どんな事もあきらめず、夢を実現した人

の言葉には、力があります。また、自然や樹木を大

切にする気持ちが伝わります。 

 

 

『世界「夢の旅」ＢＥＳＴ５０』 

鈴木章一/編 講談社 

290.93/セ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

世の中にはこんなにも美しい眺めがあるのかと

びっくり、感動します。きっと生で見ることができ

れば、それが一番でしょうけど、写真でも迫力満点

です。行った気分になれますよ。一見の価値アリ！ 

 

『ペンキや』 

梨木香歩/作  

出久根育/絵 理論社  

913/ﾅ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

 

 ペンキや見習いのしんやが、父の墓をさがしにパ

リまで旅にでます。パリまでの船旅。甲板からみる

景色に、絵本ながらウットリ。ふしぎなユトリロの

白色。あなたには、何色に見えますか？ 

 

『ニコルの塔』 

小森香折/著 

ＢＬ出版 913/コ 

ﾃｨｰﾝｽﾞ・児童 

 

 

修道院で刺繍をしながら単調な毎日を過ごして

いたニコル。選ばれて塔の上で刺繍をしますが、不

思議なことに刺繍したものが現実にあらわれます。

やがて、「ここは何かおかしい、わたしはニコルで

はない」と気づいて・・・。ミステリアス・ファン

タジー。 

 

『とらえどころの 

ない曖昧な輪郭』 

なかだえり著 

ダンク出版 

911.56/ナカ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

エッセイのような散文詩。見開きページに数行の

詩と水彩の絵。タイトルのない個々のようでつなが

っているような詩。その内容はとっても身近で、で

も不思議な世界です。まさに、曖昧な輪郭・・・。

するすると心に入ってきます。 

 

『５分間ミステリー

名探偵登場』 

ケン・ウェバー/著 

藤井喜美枝/訳 

扶桑社 

798/ウ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

タイトルのとおり、短編のミステリー・クイズが全

40問。難易度によって★が１～５個ついています。

どんなトリックが隠されているのか、「一言一句」

見逃せません！あなたは全ての謎を解けるでしょ

うか。 

 

 

『ゴマの paris 

トラベルブック』 

ゴマ/著 

エディション・ドゥ・パリ 

293.53/ゴ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

「Ｇｏｍａ（料理創作ユニット名）」による、キ

レイな写真満載のおしゃれな旅行記です。展示会の

紹介とおいしそうな食べ物とこれまたかわいい雑

貨小物たちでページが埋め尽くされています。旅行

に行きたくなること必至です。 

 

『Ａ ＊ｐｉｅｃｅ 

ｏｆ ｃａｋｅ』 

吉田浩美/作  

筑摩書房  

020.4/ヨ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

 小さなかわいい１２冊の本たちが、一冊の本の中

に・・・！おすすめは「ゆっくり犬の冒険」。なん

だか、のんびりできます。冒険してないですけどね。

また、写真集あり。料理レシピあり。いろんなタイ

プの本にであえます。「ひと切れのケーキ」が１ダ

ースつまった、一度で何度も美味しい、そんな本で

す。 

 

『僕と先輩の 

マジカル・ライフ』 

はやみねかおる/著 

角川書店 

913.6/ハヤ 

生真面目で融通の利かない井上快人は幼なじみ

の霊感をもつ春奈とともに大学生に。今川寮に入寮

するが、そこでオカルトマニアの長曽我部先輩にな

つかれてしまい、ことあるごとに、かりだされるこ

とに。オカルトを論理的に解決します！ 

 

 

 

 

 



 

  ティーンズだより 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｖｏｌ．６ 

今回のみどりの翼は・・・ 

・この本読んで！ 

・図書館がオススメするすてきな本 

ｒｅａｄ ｍｅ！ 

・イラスト＆企画募集のおしらせ 

・あとがき ZAREGOTO 

今日は何の日？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しい年度が始まりましたね！学年

が一つ上になった人はもちろん、学校

が小学校から中学校に、中学校から高

校になったひとたちもいるでしょう。

新しい友達や先生にかこまれながら、

学校生活をぜひともエンジョイしてく

ださい！心も新たにがんばっていきま

しょう！！ 

ｐ(＾-＾)ｑ＜♪♪♪ 

 さて、今回の発行日は４月３０日。

一体何の日でしょ～か！？ 

 

 

 

 

 

答えは「図書館記念日」です。１９

５０（昭和２５）年のこの日に図書館

法が公布されたことにちなんで、１９

７１（昭和４６）年の全国図書館大会

で決定しました。 

 こども読書週間にも重なるので、こ

の時期は、各地の図書館ではイベント

を行っているところがけっこうあるよ

うです。田原市図書館でも「こどもブ

ックフェスタ」を開催しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 図書館のお祭りといえば、現在「図

書館フェスティバル’０４」を計画準備

中です。開催日は７月１０日、１１日

の予定！詳しくは、入り口そばの掲示

板に随時掲示していきますので、ティ

ーンズコーナーの掲示板と一緒に、チ

ェックしてみてくださいね。 

 

参考：『365 日、今日は何の日？記念日

ハンドブック』日本記念日協会編／日

本経済新聞社／2000.12  

 

 

「みどりの翼」 ｖｏｌ．６ 
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☆この本読んで！☆ 

１月から３月にかけてお答えいただい

たアンケートをもとに、皆さんおすすめ

の本をあつめたリストです。これから本

を選ぶ際の参考にしてみてください。 

（※印は担当からのコメントです。） 

 

 

 

『泣いた赤おに』 

浜田広介/著 偕成社 

913/ハ 児童・移動 

（小２女） 

 

『こげぱん沖縄ぶらり旅日記』 

たかはしみき/著 

ソニーマガジンズ 

291.99/タ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

こげぱんがすっごくかわいいです。（小６女） 

 

『お散歩ブック』 

杉浦さやか/著  

913.6/マ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

 

自分でもお散歩ブックをつくろうかなぁとおも

う。（小５女） 

※かわいいイラストがいっぱいです。 

 

『サザエさん』 

長谷川町子/著 朝日新聞社 

Ｍ726.1/ハ 一般 

テレビで見るより、おもしろい！（小５女） 

 

『ラブベリー』 

徳間書店 59 ﾃｨｰﾝｽﾞ雑誌 

とってもかわいいモデルがＬＯＶＥです。（小学

女） 

 

『百鬼夜翔ｼｪｱｰﾄﾞ･ﾜｰ

ﾙﾄﾞ･ﾉﾍﾞﾙｽﾞ』 

角川ｽﾆｰｶｰ文庫 

913.6 ﾃｨｰﾝｽﾞ 

（中３女） 

※複数の著者による、コラボ小説です。 

 

 

『デルフィニア戦記』 

ｼﾘｰｽﾞ 

茅野砂胡/著 

中央公論社 

913.6/カヤ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

全 18 巻にもなる長編ストーリーです。登場する

キャラクターがどれも個性的で、絶対に「この人好

き！」というキャラがいます。（ちなみに私は、全

キャラ大好きですが、銀髪の子犬がお気に入りで

す。）イラストもとてもステキです。（一般女） 

 

 

 

『百器徒然袋―雨』 

京極夏彦/著 講談社 

913.6/キヨ 一般 

ぶあついケドおもしろいっス！みな様ぜひ読んで

下さいっス！（中３女） 

京極夏彦さんの作品、おすすめです！！ぜひぜひ、

サイトなどものぞいてみてください。（中２女） 

 

「巷説百物語」シリーズ 

京極夏彦 角川書店・中央公論社 913.6/

キョ 一般 

アニメもおもしろかったです。（中３女） 

 

『夏は、夜。』 

橘もも/著 講談社Ｘ文庫 未所蔵 

不登校になった女子高生の恋のお話。読んだあと、

「私も頑張ろう」と思えます。（高２女） 

 

『実験犬シロのねがい』 

井上夕香/著 ハート出版 

913/イ 移動 

かなしいドラマで愛があるお話です。（小５女） 

 

『ドングリ山のやまんばあさん』 

富安陽子 理論社 913/ト 児童・移動 

元気のやまんばあさんは、人にやさしいおばあさん

でした。（小４女） 

 

 

『世界の中心で 

愛をさけぶ』 

片山恭一/著 小学館 

913.6/カタ 一般 

 

こんなにも愛しくて悲しい物語はありません！！

自然と涙があふれてきてそれでもすごく良いです。

（高１女） 

※大人にも大人気のベストセラーの小説です。 

「泣きながらいっきに読みました。」というキャ

ッチコピーは名文句ですね。 

 

『天国に涙はいらない』ｼﾘｰｽﾞ 

佐藤ケイ/著 電撃文庫 未所蔵 

イラストもすごくカワイイです。1度読み始めると

ついついはまってしまいます。ストーリーも変わっ

ていて面白い！！是非読んで下さい。（高１女） 

※発注を検討中です。読みたい人はリクエストし

てくださいね！ 

 

『幻想魔伝最遊記』 

ｼﾘｰｽﾞ 

向坂氷緒  ｴ ﾆ ｯ ｸ ｽ 

913.6/コウ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

最遊記（アニメ）を知らない人にもすごくおもし

ろくて、三蔵一行の破天荒さが最高です!!本が嫌い

な人もついついはまってしまうと思います。今ＴＶ

でもやっているのでぜひ本＆ＴＶの方を見て下さ

い。（高１女） 

映画化 

したよ！ 



 

『シュナの旅』 

宮崎駿 徳間書店 

Ｍ726.1/ミ 一般 

 

 

絵が多いので読書嫌いの人にもオススメします。あ

の宮崎駿さんが書いた本です。（中１女） 

 

『ふたりはきょうも』 

アーノルド・ローベル 

文化出版局 933/ロ 

児童・移動 

 

ふたりのかえるが仲良しのところが、とてもうら

やましかった。（小４女） 

 

『地獄堂霊界通信』シリーズ 

香月日輪 ポプラ社 913/コ 児童 

主人公の三人がめちゃくちゃカッコイイ!!私も

仲間に入れてほしいです！！（中１女） 

 

『ミシン』 

嶽本のばら 小学館 913.6/タケ 

ﾃｨｰﾝｽﾞ・一般 

私がはじめてかりた本です。それだけでも思い出

ですが、私にはない「なにか」をきづかせてくれた

のでとても思い出になった 1冊です。（中３女） 

※図書館が良い本との出会いの場になってうれ

しいです。（＾-＾） 

 

『オフィス街の猫ニュー』 

菊地俊 新日本出版社 

913/キ 児童 

泣けました。（小５女） 

 

 

『やさしいあくま』 

なかむらみつる 幻冬舎 

726.5/ナ 一般 

とても感動した話でした。（泣いてしまいまし

た。）（小５女） 

あくまが男の子のためにうらぎってしまいまし

た。その場面がとても感動しました。（小５女） 

 

 

 

 

 

 

『占い魔女は消えた』 

池田美代子 岩崎書店 913/イ 児童 

すこし絵は怖いけど、内容はとっても怖いしおも

しろいヨ。（小４女） 

 

『ぐりとぐら』 

中川李枝子 福音館書店 

Ｅ/ヤ 児童・移動 

おもしろいよー。（小４女） 

 

図書館がオススメするすてきな本 

 

 

 

『天変地異のメカニズム』 

大宮信光 

かんき出版 

450.98/オ 

ティーンズ 

 

地震・雷・火事・

オヤジ・・・。天

災は忘れたころにやってくる！とはいうものの、２

１世紀の今、自然現象がどうやって起きるのかは、

かなりわかっています。これを読んで「備えあれば

憂いなし」 

天気予報や空の見方が変わるかもしれない一冊。 

 

『あたらしい戦争ってなんだろう？』 

山中恒・山中典子 

理論社 

319.53/ヤ 

ティーンズ 

連日、テレビや新聞

で伝えられるイラク

戦争。戦争を永久放

棄している日本なのに、自衛隊はイラクにいます。

多くの人々が犠牲になる戦争に、新しいとか古いな

んてあるのかな？今、自分も参加してしまっている

戦争について、じっくり考えてみて下さい。 

『ＴＨＥＭＡＮ おぢさん』 

レイモンド・ブリ

ッグズ/作 

林望/訳 小学館 

Ｅ/ブ 児童・ＢＭ 

 ある日突然、目の

前に小さなおぢさん

が現れた。 

ジョンとおぢさん、ケンカして、言い争って、仲直

りして、、、２人の会話がぎっしりつまった絵本です。 

かわいくなくて、きたなくて、くさい、文句の多い

おぢさんの辛口絵本。 

 

『青木雄二のジュニアのための「ゼニ学」 

講座』①～③ 

青木雄二 

汐文社  388/ア 

ティーンズ 

 学校では決して教

えてくれないけれど、

社会にでたら必ずか

かわるお金のはなし。

お金のしくみから、今の日本のおかしなしくみまで、

大阪弁でズバズバ教えてくれます。新しい社会をつ

くっていく若者よ！もっといろんなことを学ばな

あかんで～。 

 

 

 



『みてごらん君の空』 

森浩美  講談社 

911.56/モリ 

ティーンズ 

 

 誰だって一度は、

空をみあげて何か

思 う こ と あ る よ

ね！いろんな空の景色に短いメッセージの詩集で

す。心に届く一言をみつけたら、大きな本物の空を

見上げてみませんか？  

 

『のっぽのサラ』 

パトリシア・マク

ラクラン/著 

金原瑞人/訳 

徳間書店 

933/マ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 ママが亡くなっ

て何年かたち、遠い

海辺の街から草原の中にある家にサラがやってき

ました。パパのおくさんに、そしてアンナやケレイ

ブの新しいお母さんになってくれるかもしれない

人。歌や、海のことや、泳ぎ方を教えてくれ、とて

も楽しい人ですが。海がとても恋しいみたい。はた

してサラは、ずっとうちにいてくれるのでしょう

か？心温まるお話です。続編の『草原のサラ』も良

いですよ。 

 

 

『アマガエルのヒミツ』 

秋山幸也/文 

松橋利光/写真 

山と渓谷社 

487.85/ア 

ティーンズ 

 緑色で、ちっちゃ

くって、四本足で、

田んぼなんかで泳いではねてるやつ。そう、アマガ

エル！どんな生活をしているのか、ちょっとドキッ

とする共食いのことまで詳しく書いてあります。で

も、こうして見るとけっこうかわいいかも、と思わ

せてくれる一冊です。 

 

『雨の旅人』 

末谷真澄/著 

マガジンハウス 

913.6/ス 

ティーンズ 

小 2の悟は、野球

のボールを捜して

いるときに川をお

椀で下る小さな武士に出会います。彼の名は「墨江

少名彦」。でも記憶をなくしていました。彼は一体

何者なのか・・・？小さな少年と小さな武士の不思

議な同居が始まります。少年の成長ぶりにも注目の

現代版一寸法師です。 

 

 

 

『月の光のなかで』 

キャロリン・マッ

クヴィッカー・エ

ドワーズ／著 

椎名葉／訳 

ぺんぎん書房 

388/エ 

ティーンズ 

 紺色のちょっと素敵な表紙をめくると、そこは月

の世界。世界各地の月にまつわる１３のお話に出会

えます。その一つ、「ラーとの知恵比べ」は、古代

エジプトのお話。まだ世界が３６０日で、神々が孤

独だった頃。仲間を増やすため空と地の神を結婚さ

せたい神々は、鷹の主神ラーの目をなんとか欺こう

とします。はたしてこの策略はうまくいくのでしょ

うか。 

 

『卵の緒』 

瀬尾まいこ/著 

マガジンハウス 

913.6/セオ 

ティーンズ 

 

捨て子疑惑を持って

いる 9 歳の育生は思

い切って聞いてみた。「ねえ、へその緒見せて」で

も、母は快活に「卵で生んだの」と、育生に卵の殻

（緒）を差し出し、力いっぱい抱きしめた。親子の

絆のありかと、人と人との繋がりで大切なことを伝

えてくれるかもしれません。 

表紙イラスト＆企画募集！ 

「みどりの翼」も毎月アンケートを書

いていただき、掲示板も、かわいいイラ

ストで飾られています。本当に感謝で

す！ありがとうございます。今回、また

また何か新しい企画（こんなことやって

ほしい！やってみたい！）なり、イラス

トを大募集します。みなさん、はりきっ

てどしどしアイデア＆素敵なイラストを

書いて下さいネ！ 

よろしくお願いします。 

 

募集期間：５月１日～７月２０日 

応募場所：ティーンズ掲示板の 

アンケート BOXに入れてね！ 

 

※ちなみに、イラストの応募作品は VOL.

７の表紙になります。 

たくさんのご応募お待ちしています。 

m（_ _）m ﾍﾟｺﾘ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「みどりの翼」で、お

もしろいコーナーを

作れたらいいなぁ～。 



 

  ティーンズだより 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｖｏｌ．７ 

今回のみどりの翼は・・・ 

・ この本読んで！ 

・図書館がオススメするすてきな本 

ｒｅａｄ ｍｅ！ 

・ お知らせ（ＹＡ雑誌増えました） 

・上半期ティーンズコーナーＢＥＳＴ

リーダー決定発表！ 

・あとがき ZAREGOTO 

今日は何の日？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の表紙イラスト募集は、なかな

かみなさん、毎月の掲示板のイラスト

のようには、あつまりませんでした。 

しかし、ありがたきイラストのおか

げで無事みどりの翼 vol、７。発行する

ことができました。ｐ(＾-＾)ｑ＜♪♪

♪ 

 さて、今回の発行日は 7 月 24 日。今

年は、梅雨がなかったような真夏日が

続いて、久々に夏らしい夏という感じ

ですね。 

 恒例となりました、今日は何の日？ 

７月２４日は、『河童忌』です。 

 

 

 

 

 

１９２７年の今日、『羅生門』『鼻』

『芋粥』などの作品で知られる作家・

芥川龍之介が、多量の睡眠薬を飲んで

自殺した日です。大正文学の鬼才と呼

ばれ、今も多くの愛読者を持つ。彼の

命日は、その作品にちなんで、『河童忌』

と呼ばれています。  

 ちなみに、この日は、谷崎潤一郎、

吉本ばななの誕生日でもあります。 

 今年の夏は、じっくり日本文学を読

んでみてはいかがでしょうか？ 

 

参考：『365 日、今日は何の日？記念日

ハンドブック』日本記念日協会編／日

本経済新聞社／2000.12  

 

おまけの一言 

 7 月 10 日・１１日に図書館フェステ

ィバルが行なわれました。おはなし会

や講演会など、多彩なイベントがあり

ました。 

 そして、8 月 1 日まで、図書館２階

回廊では、写真展『学校／いま・むか

し』を開催しています。田原市内の小

学校・中学校の写真がズラリ勢ぞろい

です。ぜひ、一度みてください。また、

「ともに歩こうアンケート」も図書館

の入口で実施しています。ぜひ、みな

さんのご意見をお聞かせください。 

 

「みどりの翼」 ｖｏｌ．７ 

 

発行日：平成 16年 7月 24日 

発行：田原市図書館 

〒441-3421田原市田原町汐見５番地 

TEL0531－23－4946 FAX0531－23－4646 

http://www.city.tahara.aichi.jp/ 

section/library 



☆この本読んで！☆ 

４月から６月にかけてお答えいただい

たアンケートをもとに、皆さんおすすめ

の本をあつめたリストです。これから本

を選ぶ際の参考にしてみてください。 

（※印は担当からのコメントです。） 

 

 

『妖怪アパートの幽雅な日常』①② 

香 月 日 輪 /著 

講談社 

913.6/コ  

ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

 こんなアパ

ートなら一人暮

らしもたいくつしなくてすみそう。特に食事は絶

品！おすすめです!!（中２女） 

 

『巷説百物語』 

京極夏彦/著 

角川書店・中央

公論新社 

913.6/キ 

一般・移動 

 

長 く て む

ずかしいけど、オススメ。二回読むとやっとわかる。

（高校） 

『ダレン・シャン』 

ダレン・シャン/著 

小学館 933/シ 

ﾃｨｰﾝｽﾞ・児童・移動 

 

たのしくて感動ア

リ。かなり泣けますよ

これは!!ぜひどうぞ。   

（高校女） 

スリルマンテン、おもしろすぎて、いつのまにか

本の中に入っちゃった気分。（中２女） 

※現在はダレン・シャン外伝が最新刊ですが、 

１１巻が９月に発売決定！ 

 

『パソコン通信探偵団事件ノートシリーズ』 

松原秀行 /著 

講談社青い鳥文

庫 

913/マ 移動 

 

「パスワードシ

リーズ」おすすめで

す。いろんな事件がでてきたり、マコトとみずきと、

アイザックの関係も・・・。（小６女） 

※移動図書館（いづみ号）や、赤羽根図書館にし

かない本もありますヨ。検索したり、職員に聞いた

りしてみよう！ 

 

 

 

『ソフィーの世界』 

ヨースタイン・

ゴルデル/著 

日本放送出版協

会  949.63/ゴ 

ﾃｨｰﾝｽﾞ・一般 

 

厚い本だけどス

ラスラ読めておもしろかったです。（中３女） 

※昔から人が考えていること。（哲学）の流れが

わかってしまう。ビデオもあるよ！ 

 

『青空のむこう』 

アレックス・シア

ラー/著 求竜堂 

933.7/シア 一般 

 

ハリーがお姉さ

んに気持ちを伝える

ところはすっごく泣 

  けます。（中３女） 

『ＮＯ．６＃１＃２』 

あさのあつこ/著 

講談社 

913/ア 

ﾃｨｰﾝｽﾞ・移動 

 

はっきりいってドキ

ドキします。ぜひ一読を。個人的にはネズミが好き

です。（中２女） 

『ＤＩＶＥ!!』 

森絵都/著 講談社 

913/モ  

ﾃｨｰﾝｽﾞ・移動・一般 

 

感動的な青春物語

です。この本を読んで

私もプールへ飛び込

みたいと思いました。（中２女） 

 

「バムとケロ」シリーズ 

島田ゆか 文渓堂 

Ｅ/シ 児童・移動 

 

バムとケロシリー

ズが大好き。とっても

かわいくやんちゃな

ケロちゃん、おせわを

しているバム大好き。（小５女） 

 

『くまのプーさん』 

Ａ。Ａ。ミルン/著  

岩波少年文庫 

933/ミ 児童 

 

絵がカワイイ最高☆☆

（小４女） 

 

 

 



『デルトラクエスト』 

エミリーロッダ /

著 岩崎書店 

933/ロ ﾃｨｰﾝｽﾞ・

児童 

 

リーフとバルタとジ

ャスミンの３人はと

ってもゆうかんデス！本じゃないマンガかゲーム

のような本です！すんごいおもしろい！（小６女） 

 

『盗まれた記憶の博物館 上・下』 

ライフ・イーザ

ウ/著 あすな

ろ書房 

943/イ  ﾃ ｨ ｰ ﾝ

ｽﾞ・児童 

とても読みごた

えのある冒険物語

です。ぜひ読んでみてください。（中２女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのほか、コメントはなかったけれど、お

すすめな本として、いろいろな本を紹介して

いただきました。ありがとうございます!! 

 

●『ネコロジー』 

坂崎幸之助 /写真・文  音楽専科社 

645.7/サ 一般 

●『ワールドなみだツアー』 

ワールドみんわツアー編集委員会/著 童心

社 913/ワ 児童・移動 

●『クイールへの手紙』 

石黒謙吾/編 文藝春秋社 

369.27/ク ﾃｨｰﾝｽﾞ 

●『ミッケ！』 

ウォルター・ウィック/著 小学館 

Ｅ/ウ 児童・移動 

●「種まく子供たち 小児ガンを体験した

七人の物語」 

佐藤律子/編 ポプラ社 

916/サト 一般・児童 

 

 

※おすすめの一冊。募集中です！ティーンズ掲示

板の前に紙があるので、どんどん書いて下さいネ！ 

図書館がオススメするすてきな本 

 

 

 

『ぼくと未来屋の夏』 

はやみねかおる 

講談社  913.6/

ハヤ 

ティーンズ 

 

夏休み、今年の夏は、

あれしようこれしよう

って計画中ですか？主人公山村風太もそんな一人。

未来屋という不思議な仕事？の猫柳さんとの出会

い。いつもと同じ平凡な町を舞台に、ひと夏の冒険

がはじまります。 

 

『クレーン男』 

ライナー・チムニ

ク/著 矢川澄子/

訳 パロル舎 

943.7/チム 

ティーンズ 

高さ４９メートル、

その国一番のおおき

なクレーンが一台。そのクレーンを操り、クレーン

の上に住むオトコ一人。世の中がどんなに変化して

も決してクレーンから降りない。孤高のオトコ。文

字通り高い場所に一人たたずみ生きた一人の男の

物語。 

『こうちゃん』 

須賀敦子/文 

酒井駒子/画 

河 出 書 房 新 社 

913.8/スガ 

ティーンズ 

 日頃みすごしてし

まう自然の変化、ふ

っとした瞬間の心のすき間にこうちゃんはあらわ

れます。ストーリーのある話ではないけれど、一冊

の中に忘れたくない一つ一つのこうちゃんとの出

会いがつまっている本です。絵と文もピッタリ！ち

ょっぴりさみしげなこうちゃんにあって下さい。 

 

『原爆の絵 ヒロシマの記憶』 

ＮＨＫ広島放送局

/編 

ＮＨＫ出版 

723.1/ゲ 

ティーンズ 

 

「ピカドン だれも知らなかった子どもたち

の原爆体験記」 

講談社 916/ピ ティーンズ 

 昭和２０年８月６日午前８：１５広島に原子爆

弾がおとされた。被爆した人たち一人一人の記憶に

今もなお消えずに残っている広島の姿、自分の目の

前に広がる地獄のような風景。６０年後に生きてい

るわたしたちは、この貴重な記録をみすごしてはい

けないと思います。 



 

『虹果て村の秘密』 

有栖川有栖 

講談社  

913.6/アリ 

ティーンズ 

 

推理作家になりた

い１２歳の少年、

上月秀介と、刑事になりたい少女、二宮優希。２人

が夏休みにでかけた虹果て村でおきた殺人事件。犯

人は一体誰なのか？未来の探偵と刑事が大活躍で

す。ミステリーランドシリーズの一冊。この夏ドキ

ドキのミステリーはいかがでしょう？ 

 

『ラスト・ダンス』 

ダヴィダ・ウィ

ルス・ハーウィ

ン/著 

近藤麻里子/訳 

アーティストハ

ウス 

933.7/ハウ 

ティーンズ 

 あなたには、何でも話せていつでも一緒、ワンア

ンドオンリーな大親友はいますか？そんな友だち

が突然不治の病に苦しむことになったとしたら、、、

１７歳の高校生につきつけられた厳しい現実。だれ

にでも訪れる「死」という瞬間がリアルに感じる一

冊！※後半、不覚にも涙ポロポロです。 

 

『３びきのぶたたち』 

デイヴィッド・ウ

ィーズナー/作 

江國香織/訳 

ＢＬ出版 

Ｅ/ウ  

ティーンズ 

 誰でも知っている

「３びきの子ぶた」の絵本のはずが、、、ぶたたちは、

おはなしからとびだし、いろんな絵本の世界に乱

入!？今にもピクピク動きそうな鼻がカワイイ⑪ 

 

『風が吹くとき』 

レイモンド・ブリッグ

ズ/さく 

さくまゆみこ/やく 

あすなろ書房 Ｅ/ブ 

ティーンズ 

 

 老夫婦のほのぼのした暮らしと核戦争。まったく

違うふたつの風景が一冊の絵本になっています。 

夫婦の会話だけで戦争のおろかさが伝わります。 

痛々しいほど最後まで前向きな夫婦の姿がとても 

印象的です。マンガのような絵本なので一度、読ん

で見てください。 

 

 

 

 

『最悪なことリスト』 

トリイ・ヘイデン

／著入江真佐子/

訳 

早川書房 

933.7/ヘイ 

ティーンズ・一般 

 幼いころから里親を転々としている１１歳の少

年ディヴヘッドは、思ったことがスラスラうまくし

ゃべれない。いつも最悪なことリストを考えていた。 

でも、新しい里親のおばあちゃんとの出会いや、と

び級のクラスメイト８歳のマブとの出会いで、だん

だんと気持ちに変化が、、、最悪なことは、誰も望ん

でいないのにそうなってしまうこと。なにかを失う

こと。けれど、そんなリストを考えることより大切

なことが見つかります。 

 

 

 

ティーンズ雑誌が増えました！ 

ＹＩ：Ｓｐｒｉｎｇ・ｍｉｎａ 

Ｙ２：音楽と人 

Ｙ３：Ｐｏｏｋａ・留学ジャーナル 

※５月末の特別整理期間後から、新しい

雑誌が増えているのには、気づきました

か？ ＰＯＰＥＹＥ、月刊ＤＶＤビデオ

ぴあも場所移動でティーンズコーナーに

うつってきました。返す場所がわからな

くなったら、雑誌でも本でも返却カウン

ターへ持ってきて下さいネ。 

上半期 ティーンズコーナー 

ベストリーダー発表！ 

今年の１月から６月までの間に、ティ

ーンズコーナーにある本のなかで、どの

本が一番借りられているのか、調べてみ

ました。 

 

第１位 こげぱん（２４回） 

第２位 こげぱんすみっこ生活（２３回） 

第３位 こげぱんむきりょく生活（２１回） 

第４位 こげぱん毎日ダラ～っと。（２０回） 

第５位 “It（それ）”とよばれた子（１７回） 

第６位 マリア様がみてる 

 子羊たちの休暇（１５回） 

第６位 Missing（１５回） 

第８位 マリア様がみてる 

 いばらの森（14回） 

第９位 さくらえび（１３回） 

第９位 マリア様がみてる（１３回） 

以上のような結果でした。 

 

※こげぱん大人気ですね。小学生の利用

が多かった結果だと思われます。ティー

ンズコーナーは、児童から大人までいろ

いろな年代の人に利用してもらえるよう

に本をそろえていきたいと思います。 

m（_ _）m 

 



 

  ティーンズだより 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｖｏｌ．８ 

今回のみどりの翼は・・・ 

・この本読んで！ 

・図書館がオススメするすてきな本 

ｒｅａｄ ｍｅ！ 

・OSIRASE(お知らせ) 

・あとがき ZAREGOTO 

今日は何の日？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｖｏｌ．８の発行です。最近どんどん

涼しくなってきて、（寒いぐらいの日もあ

りますが）勉強するにも運動するにも、

もちろん遊ぶのにも、活動しやすい季節

になってきましたね。秋の夜長に読書も

いかがでしょうか？みなさんは何をして

過ごしたいですか？ 

(＾-＾)／＜♪♪♪ 

 

【今日は何の日？】さて、今回は発行

日とは異なりますが、10 月 23 日に注目

してみましょう。一つは、『電信電話記念

日』1869 年のこの日（旧暦 9 月 19 日）

に、横浜裁判所構内に電信機役所が設置

され、横浜～東京間の公衆電話工事が着

工されたのを記念して、当時の日本電信

電話公社（現在の NＴＴ）が 1950 年に

制定しました。 

もう一つは『霜降』です。シモフリと

読んではいけません。「霜降り肉の日」を

想像した人は残念でした！それはそれで

美味しそうで良いですけどね。これは「ソ

ウコウ」と読みます。夏至や秋分といっ

た二十四気節のひとつで、秋が一段と深

まり、霜がおりることが多くなる、冬の

近づきを感じる頃を言います。（年によっ

て日にちが変わるようです。）そういえば

温暖化のせいもあるのでしょうか、以前

と比べると霜もあまり見なくなったよう

な気がします。冬が温暖な気候なのもい

いですが、日本の四季はなくしたくはあ

りませんね。 
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☆この本読んで！☆ 

７月から９月にかけてみんなが答えて

くれたアンケートをもとに、おすすめの

本をあつめたリストです。これから本を

選ぶ際の参考にしてみてください。 

（※印は担当からのコメントです。） 

『だれも知らない小さな国』 

佐藤さとる∥作 村

上勉∥絵  講談社 

913/ｻ ﾃｨｰﾝｽﾞ・児童 

この本は「コロボッ

クル」の物語で、とて

もおもしろいです。

（小５女） 

 小人のおはなしで、おもしろい！！ 

（小 5 女） 

 コロボックルに会えたら・・・話ができた

ら・・・。とてもかわいく、たのしい、おも

しろい！！（小５女） 

 コロボックルがかわいい（小５女） 

 

※ひょっとして同じ人が書いてくれている

のでしょうか？大プッシュですね。山に住む

小さな人「コロボックル」に少年が出会っ

て・・・というファンタスティックな内容は

もちろんですが、絵がとても印象的な作品で

す。雑誌「ＭＯＥ」2004年 4月号でも特集が

組まれていましたので、興味のある人はチェ

ックしてみて下さいね。 

 

『ぐりとぐら』シリーズ 

山脇百合子∥絵 中川

李枝子∥文 福音館書

店 Ｅ/ﾔ 児童 

この本は、かわいい

かわいいお話がいっ

ぱい！大好き（小５

女） 

 

『封神演戯』 

藤崎竜∥作 集英社 M726.1/ﾌ 一般 

絵がファンタジーっぽくておもしろい。元

は中国の歴史小説。マンガなので、小説が苦

手でもすんなり入っていけます。当時の中国

がどんな文化だったかも知ることができます。

超おすすめです。（中２女） 

 

『兎の目』 

灰谷健次郎∥作 理論社 913/ﾊ 児童・ﾃｨｰﾝｽﾞ 

先生になりたくなるような本です。 

（中 1 女） 

 

『ひねり屋』 

ジェリー・スピネッリ 理論社  

933/ｽ 児童 

おすすめします。かんどうします。 

（高 2 女） 

 

※ジェリー・スピネッリの最新作は、『ミル

クウィード 天使の羽根のように』です。こ

ちらもぜひ読んでみて下さいね。 

 

『自殺サークル』 

園子温∥作 河出書

房 新 社  913.6/ ｿ ﾉ 

一般 

怖いんですけど･･･。

自分がココにいる意

味って何だろうって

考えさせられちゃいます。内容も良いんです

けど作品のイメージ（っていうのかな？）が

とても好きです。１時間半くらいで一気に読

んじゃいました。『あなたはあなたと関係して

る？』キーワードっていうか、一番ココ考え

る人多いのでわ？？私も考えちゃいました。

変な感想すみません。（中学生） 

 

『世界の中心で愛をさけぶ』 

片山恭一∥作 小学館 913.6/ｶﾀ 一般 

すごいかんどうした。すごくいいはなしで

した。（中学女） 

 

『嘘の深層心理』 

亜門虹彦∥著 大泉書店 140.4/ア ﾃｨｰﾝｽﾞ 

ぜひ読んで見て！（小 5 女） 

 

『占いってなんだろう？』 

安斎育郎∥著 岩崎書店 148/ア 

ﾃｨｰﾝｽﾞ・児童 

読んでください。占のことがわかるよ！！ 

（小５女） 

 

『このさき危険区域（デンジャラスゾーン）』 

香月日輪∥作 ポプラ社 913/ｺ 児閉 

こわい話の好きな人へ、思わずゾクッとす

るようなこわい話が７つ入っています。もし

かしたら、この本の話と同じことがあなたの

すぐ近くでおこっているかも・・・。（中学女） 

 

『ふたりはともだち』 

アーノルド ローベル∥作 文化出版局 

933/ﾛ 児童・ﾃｨｰﾝｽﾞ 

この本にはかえるくんとがまがえるくんが

いろいろな事をやったりするお話で、他にも

シリーズがあってとてもおもしろいです。 

（小６女） 

 

『ダレンシャン』シリーズ 

ダレンシャン∥作 小学館 933/シ 

ﾃｨｰﾝｽﾞ・児童 

みれば絶対にハマりますよ！！（一般） 

 気になるストーリー展開が続々と出てき

ますよ！マジでおすすめです。（一般） 

 

雑誌『ＭＯＥ』 

白泉社 ﾃｨｰﾝｽﾞ雑誌 

よんでみってね！（小 5 女） 

 

 

 

 

 

 

 



『しにがみのバラッド』 

ハセガワケイスケ∥

作 角川書店  

913.6/ﾊｾ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 この本は、死神

のモモが、ダニエルと

一緒に人の魂をかる

おはなしです。泣き虫

モモが、魂をいやし、天国へつれていく。か

なしくて、やさしいちょっぴり泣き虫の死神

のおはなしです。（中 3 女） 

 

 

募集中  

ティーンズコーナーでは、あなたのオ

ススメ本を募集しています。用紙にオス

スメの本を書いてアンケートＢＯＸへ！ 

タイトルだけでも良いですが、感想や

コメントを添えてくれると、「みどりの

翼」への掲載確率が高いです！！ 

 

掲示板にぺたりぺたりと貼ってあるイ

ラストも毎月テーマを決めて募集をして

いるものです。たくさんのご応募をお待

ちしていますので、どしどし描いてくだ

さいね！ 

 

 

 

 

 

図書館がオススメするすてきな本 

 

 

 今回は、この３ヶ月間に図書館に入

った新刊の中からオススメの本をピッ

クアップしてみました。 

 

『ひとりぼっちのかいぶつといしのうさぎ』 

クリス ウォーメル∥作絵 徳間書店 2004.8 

Ｅ/ｳ 児童・ﾃｨｰﾝｽﾞ 

なぜ、かいぶつが

ひとりぼっちかって、

それはあまりにみに
・ ・

く
・

かった
・ ・ ・

から。心は

とても優しかったの

に、なんて理不尽な

理由でしょうね。け

れどもある日、とう

とう ずっとそばにいてくれる友達を見つけ

ます。それが「いしのうさぎ」です。でも、

石で出来ていましたから、ただそこにいるだ

けでした。それでも かいぶつは、嬉しかった

のです！それはなぜだったのでしょう？ 

悲しいけれど、味わい深いおはなしです。 

 

『光車よ、まわれ！』 

天沢退ニ郎∥作 ブッキング 2004.8 

913/ｱ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

ちょっと怖い表紙

が目印の復刊本です。

はじめて発行された

のは1973年！なんと

３１年も前です。 

一郎は大雨のある

日遅刻してきたクラスメイトの三人が一瞬化

け物のように見えます。どうやらそれは目の

錯覚ではないらしく・・・。以前からそれに

気付いていた龍子のグループの仲間になった

一郎は、化け物をたおすため、「光車」をさが

しはじめます。そこには不気味で不思議でハ

ラハラドキドキの冒険が待っていました。 

 

『精霊の木』 

上橋菜穂子∥作 偕成社 2004.6 913/ｳ 

ﾃｨｰﾝｽﾞ･児童 

時ははるかな未来。

環境破壊で地球に住

めなくなった人類は、

別の星々に移り住ん

で、暮らしていました。 

少年シンの住むナ

イラ星もその一つで

した。シンは従妹のシ

リアが〈時の夢見師〉に目覚めたことで、自

分たちの家族とナイラ星の滅びたと伝えられ

る民「ロシュナール」にまつわる秘密を知り

ます。はたして、政府の環境調整局によって

封印された真実の歴史は、あきらかにされる

のでしょうか。 

『ｍａｍｅｃｈａｎ』 

はまのゆか∥作 小峰書店 2004.7 Ｅ/ﾊ 

ﾃｨｰﾝｽﾞ 

とりたててストー

リーは無く、１ペー

ジに一つの物語がぎ

ゅっとつまっている。

そんな絵本の主役は、

ちいさな女の子マメ

ちゃんです。この表

紙みたいに「お肉屋さんのはかりで体重チェ

ック」なんてことは怒られそうで出来なかっ

たけれど、やってみたくならなかった？ 

自分が小さな頃のこと、あるいは身近な

子どもたちを思い出してしまうようなマメち

ゃんの行動の数々に、くすっと笑ってしまう

はず。スケッチのような絵の世界にハマリま

す。 

 

『子どもだけの町』 

ヘンリー・ウィンターフェルト∥作 

フェリシモ出版 2004.8 

943/ｳ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 ある日突然、町から大人が一人もいなく

なったら、、、電気も

つかない、水もでな

い、食べ物もない。

あなたなら、どうし

ますか？ティンペテ

ィルの子どもたちは、

知恵をしぼって、協

力して、大人がいなくても、町を守ろうと大

奮闘です。大人がいない数日間で、みんなち

ょっぴり成長するおはなし。 

『臆病者と呼ばれても』 

マーカス・セジウィック∥作あかね書房

2004.9 393/ｾ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

この本で、良心的兵

役拒否者という言葉

を知りました。「戦争

で人を殺すことはで

きない。」自分の信じ

る生き方をとおした

２人の青年の実話で

す。本当の臆病者は一



体誰なんだ？と考えてしまう一冊です。 

 

『ぼく、見ちゃったんだ！』 

エリック・サンヴォワザン∥作 

ソニー・マガジンズ 2004.8 

953/ｻ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 本屋のかたすみ、

立ち読みならぬ、立ち

吸い？している一人

の男。ストローを本に

さしてチュルチュル。

あやしい彼の正体を

つきとめようと､本屋

の息子オディロンが

後をつけていくと、、、 

本が好きな人ならなんとなく、このストロ

ーでチュルチュルな感覚！わかっていただけ

るんじゃないかと思います。 

 

 

『宇曽保物語』 

舟崎克彦∥作 風濤社 2004.7 

913.8/ﾌﾅ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 とても短い（１

～２ページ）動物や、

昆虫の話がいっぱ

いつまっている一

冊。どんどん読めち

ゃいます。ドジな話、

笑える話、皮肉な話、

なんだか人間たち

のくらしをみるようです。自分は、この本に

登場するなら何だろうって考えてみるのもた

のしい一冊。 

 

『OVER THE RAINBOW 幸せの翼』 

ジミー<幾米>∥作・絵 

小学館 2004.11 Ｅ/ジ  

ﾃｨｰﾝｽﾞ 

名誉、地位、金、才能、家族･･･すべてに恵まれて

いた「彼」。そんな彼に奇跡のような出来事が起き

る。なんと翼がはえてきたのです。けれど、この翼、

実は「彼」の思うようには動かないやっかいな相手

だったのです。好き勝手に飛びたがる翼のおかげで、

やがて彼は普通の生活

ができなくなってしま

います。そしてたどり着

い た 彼 の 生 き 方 と

は・・・？！ 

自分らしく生きる

こととは？本当の幸せとは？深く考えさせら

れるおはなしです。 

 

 

『ホエール・トーク』 

クリス・クラッチャー∥作  

青山出版社 2004.3 933.7/クラ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

主人公Ｔ・Ｊが、

メンバーを集めて水

泳チームを作る。し

かし、スポーツに熱

中するスポ根青春小

説とは一味違いま

す！人種差別、虐待、

ドラッグ、ケンカ、

知的障害･･･いろんな問題をかかえたメンバ

ーと回りの大人たち。みんないろんな悩みを

抱えながら生きています。「クジラのように真

実だけを語ることができたら･･」訳者の金原

瑞人氏もイチ押し！ 

 

 

『ひかりのあめ』 

フランチェスカ・リア・ブロック∥作 

主婦の友社 2004.10 933.7/ブロ  

ﾃｨｰﾝｽﾞ 

マリーナとレックス。

ふたりの強い絆は、言

葉ではうまく表現でき

ません。痛々しい思い、

切なすぎる物語。詩を

読んでいるみたいに、

心に染みるクールな一冊。著者が、Ｔ．Ｓ．エリオ

ットの詩「荒地」に触発されできた作品。興味をも

った方は、そちらも一読を！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ティーンズ洋書展示計画』 
始動！ 

ハリーポッターに、ダレンシャン、

指輪物語・・・。外国で生まれた多く

の物語が日本語で翻訳され、書店に並

んでいます。そしてファンタジーを中

心として、かなりの人気を誇っていま

す。 

 でも、どおせなら、原文を読んでみ

たくはありませんか？ティーンズコー

ナーでは、洋書とその翻訳書を紹介す

るミニ展示を計画中です。 

 日本文と原文を対比させながら、「ふ

むふむ、これはこうやって表現するの

か・・・。」と外国語の読解力を鍛えた

り、人気シリーズの未翻訳本を読んで、

情報先取りなんてこともできるかも。

いつのまにか英語が得意か科目に・・・

と上手くいくかはさておき。「好きなも

のを増やす」チャンスにしてみません

か？ 

 １１月上旬に第一弾を展示予定です。

どうぞお楽しみに！ 

 


