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リクエスト・ランキング！！ 


図書館のリクエストランキングを発表

します！話題のあの本・あのＣＤは、い

つになれば借りられるのかっ！ 

予約件数 

1 位「楽園 上」宮部みゆき       56 

2 位「夜明けの街で」東野圭吾      53 

3 位「楽園 下」宮部みゆき       48 

４位「紀香魂」藤原紀香         39 

5 位「女性の品格」坂東眞理子      37 

6 位「ホームレス中学生」田村裕     23 

7 位「HOME」Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ 19 

8 位「光とともに 11」戸部けいこ   21 

８位「ダヴィンチコード」       21 

10 位「ALL SINGLES BEST」コブクロ 20 

（2007 年 10 月 4 日 現在） 

＊上位１０点は、ほぼ半年まちとなっ

ています。頑張って辛抱して下さい。 

＊図書館には、ベストセラーだけじゃ

なく、いろんな分野の隠れた名作もたく

さんあるので、館内を散策してビビッ！

とくる１冊を見つけてみるのも楽しいで

すよ！ 

これまでリクエストランキングを掲載

してきましたが、これから館内やインタ

ーネットの検索画面から予約ランキング

が確認できるようになりました。随時更

新されているので見てくださいね！！ 

特集＋α（ぷらすあるふぁ） 

特集「ミステリー」いかがでしたか？

うーん、世界はさまざまな謎であふれ

ているんですね。 

それでは今回も、図書館にあるビデ

オやＣＤなどをあわせて紹介します！ 

 

☆ミステリーな CD 

『幽霊の音楽 四谷怪談』   205/エ 

『Ｅ．T． オリジナルサウンドトラック』   

205/イ 

テーマがミステリーということで、どちらの

ＣＤも謎めいた作品の挿入歌です。ＣＤを聴

いた後、実際の作品を見てみるのもいかがで

しょうか。 

 

☆ミステリーなビデオ＆ＤＶＤ 

『ＮＨＫスペシャル 四大文明』シリーズ 

209.3/ヨ 

『深海 未知なる海の宇宙』  481.74/シ 

『本陣殺人事件』        Ｃ41/ホ 

原作も有名な本格的推理映画から深海生物ま

でバラエティに富んだラインナップとなりま

した。 

 

◆ とぴっく ◆ 

新刊・この本読んで！ 

Read me !  

「特集★ミステリー！」 

気になる、この本！ 

リクエストランキング 

特集＋α（ぷらすあるふぁ） 
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☆新刊・この本読んで！☆ 

７月から９月にかけて入った新刊からおすすめの本を選びました。 

あなたのお気に入りはみつかるかな？ 

「雲の上の青い空」 青井夏海∥著 ＰＨＰ研究所 913.6/アオ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

元探偵の宅配ドライバー寺坂修二。彼のもとには本業であるはずの荷物

だけではなく、さまざまなトラブルまでやってくる。通学班からなぜか一

人離れて行動する少女、本職場の上司の謎めいた交際相手、ウサギ小屋か

らいなくなったウサギの行方など、お人好しだけど人情味のある修二によ

って解決に導かれていく。 

ありふれた日常に舞い込んだトラブルなので大きな事件ではないけれ

ど真相が分かったときなんだかほっとする一冊。 

 

「僕は見習いナチュラリスト」加藤直邦∥著 情報センター出版局 916/カト ﾃｨｰﾝｽﾞ 

あなたは、動物を好きですか。著者は動物が大っ好きで、ナチュラリ

スト（自然観察者）を目指し、ケニアのマサイマラ国立保護区で 5 年

間サファリガイドを勤めました。本書ではその間に体験したこと感じた

こと考えたことが生き生きとつづられています。 

 ライオンを追い詰めるバッファロー、愛嬌たっぷりのイボイノシシ、

ヌーの大移動などなど、著者の目線を借りて、動物園では見られない、

野生動物たちの姿をかいま見ることができます。野生に生きることの厳

しさと力強さを感じることができそうな 1 冊です。 

「歩く」ルイス・サッカー∥作 金原瑞人+西田登∥訳 講談社 933/サ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 更正施設「グリーン・レイク・キャンプ」からもどり、穴ほりから解放

されたアームピット（わきの下）こと、セオドア・ジョンスン。 

施設の仲間、Ｘレイにさそわれて、なにやら怪しげな儲け話（コンサート

チケットを転売・・つまりはダフ屋）に便乗することになった。人気女性

シンガー、カイラ・デレオンとの出会いや、なんでも話せる素敵な隣人、

ジニー。夢のような日々がつづくかと思いきや、とんでもない事件に巻き

こまれていく。ミステリータッチな展開にハラハラドキ。『穴』の著者ル

イス・サッカーの最新作です!! 

図書館がオススメするすてきな本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『探偵伯爵と僕』 

森博嗣∥著 講談社 2004年 913.6/モリ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

7 月、僕（新太）は、探偵で伯爵のアールと名のるおじさんに出

会い、友達になる。伯爵のいいところは新太が小学生だからといっ

て変に子ども扱いしないこと。きちんと向き合ってくれて、疑問に

答えてくれる。ただ、神出鬼没のうえ、外見がものすごく「怪しい」

のだが・・・。伯爵と出会ってまもなくのある日、新太の友達ハリ

ィが行方不明になってしまう。そしてどうやら最後に会っていたの

は僕のようだった。さっそく伯爵と一緒にハリィを探し始めるが、

さらに行方不明者がでてしまう。はたして事件は無事解決できるの

か！？ 

『オトナ語の謎。』 

ほぼ日刊イトイ新聞∥編 糸井重里||監修 新潮社 2005年 814.9/オ 一般 

「きんきんにとんとんにしたいのですがゴタゴタ続きでバタバタ

しておりまして・・・」何だか呪文みたいですが、皆さんこの文の

意味がわかりますか？何となく忙しそうな雰囲気が伝わるこの言

葉、実はオトナたちが会社で使うオトナ語なのです。この本ではそ

んなオトナ語の基本から応用までたくさん掲載されています。巻末

に「オトナ語センター試験」もあるので、社会に出る前にオトナ語

勉強してみませんか。 

 

 今回のテーマは「ミステリー！」です。 

ミステリーは謎・神秘的なものをさす言葉。 

興味をそそられる魅力的な響きですよね。 

どきどきの推理モノから、歴史の謎モノまで 

色々そろえてみました。 

 謎に満ちた世界へ、いざ！！ 



 

『コーンウォールの聖杯』 

スーザン・クーパー∥著 武内孝夫||訳 学習研究社 2002 年 933/ク ﾃｨｰﾝｽﾞ 

両親とともにコーンウォール地方に住むメリイおじさんの元をおと

ずれたサイモン、ジェイン、バーニーの三兄弟。ある日滞在する古い

屋敷「グレイハウス」を探検した３人は、屋根裏で地図が書かれた古

文書を発見する。そこにはアーサー王伝説に基づく聖杯をめぐる闇の

者と戦う騎士のことが書かれていた。メリイおじさんの助けをかりな

がら力を合わせ地図の謎を解いていく三人だったが、聖杯を狙う闇の

手が彼らに近づいていく・・・ 

聖杯は誰の手に渡るのか、闇の戦いシリーズの始めとなる一冊 

 

『メルカトル』 

長野まゆみ∥著 大和書房 2007 年 913.6/ナガ 一般 

架空の街、ミロナにある地図収集館で受付の仕事をはじめたばかりのリ

ュス・カルヴァート。赤ん坊の時拾われ、救護院で育ったリュスは、何

に対しても感情のない態度で接することになれていたが、ミロナに来て

からというもの、身の周りで次々と不思議な事がおこる。 

公園おばさん、ショールの貴婦人、おちめの女優エルヴィラ・モンド、

メルカトルの孫と名乗る少年、女刑事、謎めいた人たちがリュスの前に

次々とあらわれ。最後にはアッとおどろく種明かしアリ！リュスの出生

の謎も解明！映画や芝居を観たような読後感は、まさに不思議体験！！ 

『優雅に叱責する自転車』 

エドワード・ゴーリー∥著 柴田元幸∥訳 河出書房新社 2000 年 E/ゴ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 それは「火曜日より後で水曜日より前のこと」。エンブリ

ーとユーバートの前に現れたのは誰も乗っていないのに、勝

手に走っている奇妙な自転車。彼らは、自転車のサドルと、

他に座るところがないので仕方なくハンドルにとび乗って

出発します。行き先は自転車のみぞ知る。二人はワニと戦っ

たり、カミナリに打たれそうになったり、なかなかスリリン

グで楽しい冒険をしますが、最大の衝撃は最後に・・・。ブ

ラックユーモアたっぷりの絵本です。 

 

 

『ぼくらの地球』生命はみんなつながっている 

川北義則∥著 ＰＨＰ研究所 2006 年 460.4/カ 一般 

身の回りの出来事、自分のカラダ、体内しくみ、地球に生きる動物・

植物、宇宙から、星の輝きまで、ありとあらゆることが紹介されてい

ます。知らないこと、不思議なことだらけの世界なんだと、あらため

て気づかせてくれる一冊です。  

この本に紹介されている、写真もとてもきれいで、実際の様子が知

りたくなってしまいます。しかし、「知ることは、感じることの半分も

重要ではない」と、自然破壊をいちはやく指摘し、世界に知らせた、

レイチェル・カーソンは言っています。この本をよんで、興味がわい

たら、 

本の世界を飛び出して、実際の世界をいろいろ感じてみよう！！ 

『ピラミッドの謎』 

吉村作治∥著 岩波書店 2006 年 242/ヨ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

作られてから五千年ほど経つ現在でもその姿を残すピラミッド、そして

数多く砂に眠る古代エジプトのミイラ。いまなお古代エジプトは謎に包

まれている。 

そんな古代エジプトをテレビでもおなじみの著者が現地発掘で得た新

事実をもとにミイラの作り方、エジプト３大美女の秘密、ツタンカーメ

ンの生涯など分かりやすく説明している一冊です。 

実際にピラミッド（ミニ）を作って分かったピラミッドの作り方や未

盗掘ミイラ発見の報告など発掘の最前線も分かりますよ。 

『藪の中・将軍』 

芥川龍之介∥著 角川書店 1969 年 913.6/アク ﾃｨｰﾝｽﾞ 

ひと気の少ない山の、藪（やぶ）の中で一人の男が死体で発見され

る。事件を調べる検非違使が関係者の証言を集めていくことで物語は展

開する。そしていよいよ当事者の盗賊多襄丸、死んだ男の死霊、その妻

真砂の証言を得るが、三人とも異なる証言をするため、事件の真相はい

っこうにわからなくなってしまう・・・。辞書にものっている「話がく

いちがって真相がわからないさま」を表す「藪の中」の語源となった作

品です。少し言葉が難しいかもしれませんが、ゆっくり、じっくり読ん

でみましょう。 

うそをついているのは誰か、あなたなりの推理をしてみては？ 



 

気になる、この本！ 

「この本いれて！」 

『銀魂』空知英秋∥作  ペンネーム：ぎんさん☆ さん 

アニメでみたコトもあるかと思いマス…。万事屋（よろずや）の主とそのアシスタントたちが、

笑いあり、ナミダあり、感動あり、暴走あり、下ネタあり・・・の元気な話をみせてくれます。 

「この本読んで！」 

『少年陰陽師』結城光流∥作 913.6/ユウ  ペンネーム：鷲野友紀 さん 

アニメは終わっちゃったけど小説は続いてます！あさぎ桜さんが描く絵とぬる色もすごくきれ

いで、内容がとにかくおもしろい！！読んでみると陰陽師の知識や誰もが知らない言葉が身に付

くよ！ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★もっと調べてみたい人・ほかの本を探したい人へ★ 

図書館では調べものや本を探すお手伝いをしています。 

カウンターなどで気軽に声をかけてね！ 

 
 

『気になる物件』 

泉麻人∥著 扶桑社 2000年 291/イ 一般 

街の看板や標識、屋上のピアノから、巨大な観音様まで・・・。 

東京をはじめ日本国中いろいろな場所に著者が気になる物件はあ

る。 

どこか懐かしい雰囲気をかもしだしている様々な物をオタク的目線

でつぶさに観察したエッセイです。 

もしかしたら、ふだん、何気に歩いている自分の周りの風景にも、

こんな不思議ワールドな看板や、建物があるかもしれない。と思わ

せてくれる一冊です。 

 この本をよんで、自分だけのおもしろ、ミステリー物件をさがし

てみませんか？ 

『ラベルのない缶詰をめぐる冒険』 

アレックス・シアラー∥著 金原瑞人∥訳 竹書房 2007年 933/シ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

ちょっと「変わり者の天才」っぽくみえるだけでみんなに頭が良いと思

われることにうんざりしているファーガル。そんな彼の趣味は特売ワゴ

ンの中にあるラベルのない缶詰を集めること。ある日見つけた妙に軽い

缶詰、開けてみたら中には金のピアスが、そして次に出てきたのは何と

人の指？！どうやって缶詰にこんなものが入ったのか、何か事件が起き

たのか！ちょっとラストには背筋がすーっと寒くなるようなスリリング

な一冊です。 

他にもこんな本あります♪ 

○『図説 世界の七不思議』 

ラッセル・アッシュ∥著 吉岡晶子∥訳 東京書籍 2001年 209.3/ｱ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

   

○『世界秘境地図』 

インターナショナル・ワークス∥編著 幻冬舎 2004年 290.93/イ 一般 

 

○『未確認動物ＵＭＡ大全』 

並木伸一郎∥著 学習研究社 2007年 457/ナ 一般 

 

○『ミステリーストーン』 

德井いつこ∥著 筑摩書房 1997年 459/ト  ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『安楽椅子探偵アーチー』 

松尾由実∥著 東京創元社 2003年 913.6/マツ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 ☆続編に『オランダ水牛の謎』があります。 

 

○『バビロンゲーム』 

キャサリン・ロバーツ∥著 米山裕子∥訳 集英社 2002年 933.7/ﾛﾊﾞ 一般 

 ☆続編に『セヌとレッドのピラミッド』があります。 

 

○『ミステリー おいしい博物館盗難事件』 

アーサー・ガイサート∥作 久美沙織∥訳 BL出版 2005年 E/ガ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『Ｋ・スギャーマ博士の動物図鑑』 

Ｋ・スギャーマ∥著 絵本館 1991年 Ｅ/ス ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『かようびのよる』 

デヴィッド・ウィーズナー∥作・絵 当麻ゆか∥訳 徳間書店 2000年 Ｅ/マ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

 


