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◆ とぴっく ◆ 

Read me ! 「特集★真夏の夜の…」 

新着図書・この本読んで！ 

お知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行：田原市図書館 （ＴＥＬ０５３１－２３－４９４６） 



もうすぐ夏休み！長そうで短い夏休み、皆さん予定はたててますか？実は、

８月の終わりに図書館でイベントを企画しています！というわけで≪緊急告

知≫なのです！みなさんスケジュールあけておいてくださいね～！ 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆ お 知 ら せ ☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

≪緊急告知≫ 

◎『納涼!一夜限りのコワイ図書館（仮）』◎ 

せっかく「みどりの翼」の特集も怖い系だし、コワイ企画をやってみたい！！皆に

楽しんでもらいたい！そして脅かしたい（笑）！！という担当者の希望、願望、欲望

により、緊急企画が始動しています。まだまだ企画段階ですが、面白い企画になる

よう担当一同頑張っておりますのでお楽しみに！ 

 日時：平成２２年８月２７日（金）閉館後 

 場所：田原市中央図書館 

 対象：中学生、高校生（限定です！！） 

 詳細は近日告知！ポスター＆ホームページをお見逃し無く！ 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

◎「読書感想文おすすめ本」展示◎ 

 今年も、読書感想文にオススメの本を展示します。読書感想文用の本を探す

人も、そうでない人も、本選びに悩んだら、のぞいてみてくださいね。 

期間：７月１０日（土）～８月３１日（火） 

場所：ティーンズコーナー（中央図書館） 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

◎２０１０年は国民読書年◎ 

   

国民読書年に合わせて、田原市図書館全館で９月

末まで『ＰＯＰ大作戦』を実施中。図書館員がオススメ

する本や、最近話題の本をＰＯＰ付きで展示しています。

ティーンズコーナーはもちろん、館内のいろんな所に展示しているので、館内を一

周してみよう♪  



特集 真夏の夜の… 

 

「真夏の夜の…」と言えば、やっぱり 

怖いハナシですよね！！ 

身の毛もよだつホラー話から、ちょっと 

笑っちゃう怪談話。 

ある意味コワーイ話などいろいろ集めてみました♪ 

一気に涼しくなっちゃうかも…。 

 

リアルな《ごっこあそび》の代償 

「メイク・ビリーブ・ゲーム」 

リアノン・ラシター∥著 乾侑美子∥訳 小学館 200９年 933/ラ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 親の再婚で２男２女の４人兄弟になった子どもたち。しかし

同じ愛称をめぐりキャスリンとキャトリオーナはケンカをする毎

日。そんなとき１通の手紙が届き、休暇をキャスリンたちの亡

き母が子ども時代をおくった古い屋敷で過ごすことになる。 

そこで待っていたのは、気味の悪い人形と、かつて３人の

少女たちによってはじめられた恐怖のゲームだった。 

才能の大きすぎる代償 

「夜市」 

恒川光太郎∥著 角川書店 2005年 913.6/ツネ 一般 

 人ではない者達が出店しているという不思議な市場【夜

市】。欲しいものは何でも売っているが、何か買わないと二度

と元の世界に戻ることができない。小学生の時に夜市に迷

い込んでしまった裕司は、自分の弟と引き換えに、野球の才

能を手に入れた。中学・高校と野球部のエースとして活躍し

てきた裕司だが、常に罪悪感を抱き続けていた。そして、大学

生になった裕司は再び夜市を訪れ…。 



 

恐怖は歌声から始まる 

「ゴーストアビー」 

ロバート・ウェストール∥著 あかね書房 2009年 933/ウ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

パパの仕事で建物修理のために古い修道院アビーに引

っ越してきたマギーたち一家。引っ越してすぐに幽霊（それも

昼間に！）を見てしまったマギーは、それ以来奇妙な歌声が

聞こえるようになってしまう。歌声についてアビーの持ち主ミズ・

マクファーレンは何かを隠しているみたい。そんなある日態度

の悪い見習い大工たちがアビーにやってきたことからさらに不

思議で危険なことがおこり始める。 

悪夢を呼び覚ます招待状 

「クラスルーム」 

折原一∥著 理論社 2008年 913/オ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

栗橋北中学校を卒業して１０年、ある日届いたクラス会の

通知。差出人は、見覚えのない名前の長谷川達彦という

同級生。３年Ｂ組だった頃の思い出したくもない、悪夢のよう

な日々の記憶がよみがえる…。しかもクラス会の会場は夜の

学校…廃校になった栗橋北中学校の３年Ｂ組の教室だと

いうのだ。そして招待されたメンバーは、１０年前のある事件に

関わっていた７人だった。 

怖くない怪奇 

「旧（ふるい）怪談」 

京極夏彦∥著 メディアファクトリー 2007年 913.6/キヨ 一般 

 江戸時代の旗本、根岸鎭衛が聞き集めた怪談を、京極

夏彦が現代語で新耳袋風にアレンジ。「こんな不思議な話

があってね･･･」と、だれかに聞いているような感覚。 

亀が祟ったり、キツネに憑かれたり、幽霊に変わった頼み

ごとをされたり…。恐怖度から言えば低いけれど、説明のでき

ない怪しい不思議のもつ魅力を堪能してみては？ 

 



見た目にだまされないように・・・ 

「１３カ月と１３週と１３日と満月の夜」 

アレックス・シアラー∥著 求竜堂 2003年 933.7/シア ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 赤毛でそばかすだらけのカーリーのクラスに転校生がやっ

てきた。背が高くてほっそりとしたメレディスと仲良くなりたいと

思うけど大人っぽい彼女には相手にされない。ある日メレデ

ィスの祖母グレースから、実はメレディスの中身は年老いた

魔女でグレースの中にいる自分が本当のメレディスだと明か

される。魔女が力を取り戻す１３ヶ月と１３週と１３日を迎える

前に身体を取り返さなくてはいけないのだが…。 

江戸連続殺人の謎 

「しゃばけ」 

畠中恵∥著 新潮社 2001年 913.6/ハタ 一般 

 江戸の大店の若旦那・一太郎は生まれつき体が弱く、

人間の姿に身をかえた妖(あやかし)達に助けられながら暮ら

している。ある晩、こっそり出掛けた一太郎は、人殺しの現場

を目撃してしまい、自分も命を狙われるハメに。それ以来、江

戸の薬種問屋ばかりを狙った不可解な連続殺人が起こ

る。一太郎は、仲間の妖達と共に、下手人探しをすることに

なったのだが…。 

１３歳の少女が日本を救う？！ 

「神野悪五郎只今退散仕る」 

高原英理∥著 毎日新聞社 2007年 913.6/タカ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 怪談好きの紫都子は夏休みの一月を祖母のもつ古い屋

敷『黒間屋敷』で妹の妙子と二人で過ごすことになった。

初日の夜次々とやってくるお化けたちにもまったく動じない

紫都子。そんな彼女の元に翌日九条と夏影と名乗る妖

怪がやってくる。二人によると、「白辰」と呼ばれる千年に

一度だけ目覚め人の願いを叶える妖怪が、ある女の妄念

に取り憑かれてしまったらしい。二人からその妄念を断ち切っ

てほしいと頼まれた紫都子は、妖怪たちとともに立ち上がる。 



狂っていく日常 

「アバター」 

山田悠介∥著 角川書店 2009 年 913.6/ヤマ 一般 

大っキライなクラスメイトからアバＱというＳＮＳサイトの招待

状を受け取った道子。イヤイヤながらも自分に似たミチコとい

うアバターを作った道子だったが、次第にアバターのアイテ

ムを集めることにのめりこんでいく。さらに偶然レアアイテムを

手にしたことで道子の周囲は一変、クラスの女王として君臨

するようになる。 

 

誰が一番悪党か・・・？ 

「銃とチョコレート」 

乙一∥著 講談社 2006年 913.6/オツ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

亡くなった父に買ってもらった聖書から、奇妙な地図がみ

つかる。その特徴から怪盗ゴディバが盗んだ財宝の隠し場所

の地図かも知れないと考えた少年リンツは探偵ロイズに手紙

を書く。数日後、ロイズが街にやってきて、捜査がはじまろうと

した矢先、ロイズにあずけた地図が盗難にあってしまう。 

一味違うミステリー小説。人の心に巣食う悪意にぞくりとさ

せられます。 

 

 

☆「真夏の夜の…」なＤＶＤ 

ＤＶＤ『弟切草』 Ｃ41/オ 

父の遺言にしたがい、弟切草でおおわれた屋敷をおとずれた奈美、そこで

待ち受けていた恐怖とは・・・。 

ＤＶＤ『エクソシスト ディレクターズカット版』Ｃ42/エ 

少女に取り付いた悪魔を祓う「悪魔祓い師」の死闘を描いた作品。 

1973年度のアカデミー賞脚本賞/音響賞受賞。 

 

★★ＤＶＤは人気の資料です。貸出中の場合は、予約をしてネ！ 

 



他にもこんな本あります… 

 

○『京都 魔界地図」 

綾辻行人×京都魔界倶楽部∥著  ＰＨＰ研究所  2009 年  291.62/ア  一般 

  

○『廃墟本』②もあります♪ 

ミリオン出版 2005 年 520.4/ハ 一般 

 

○『四谷怪談』 

高橋克彦∥著 講談社 2010 年 918/ニ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『チェーン・メール』 

石崎洋司∥著 講談社 2003 年 913/イ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『水銀奇譚』 

牧野修∥著 理論社 2007 年 913/マ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『となり町戦争』 

三崎亜記∥著 集英社 2005 年 913.6/ミサ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『倒立する塔の殺人』 

皆川博子∥著 理論社 2007 年 913/ミ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『犬はどこだ』 

米澤穂信∥著 東京創元社 2005 年 913.6/ヨネ 一般 

 

○『クレイ』 

ディヴィッド･アーモンド∥著 河出書房新社 2007 年 933.7/アモ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『フリーキー・グリーンアイ』 
ジョイス･キャロル･オーツ∥著ソニー・マガジンズ 2005 年 933.7/ｵﾂ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予告：次号の特集は『歴史(仮)』です。お楽しみに♪ 



☆新着図書・この本読んで！☆ 
自分だけのカワイイ小物のつくりかた 

「コラージュでつくるかわいい小物」 

誠光堂新光社 594/コ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

『コラージュ』とは、バラバラの素材を組み合わせて絵画

のようなアートをつくる創作技法のこと。・・・なんて聞く

とむずかしそうに思えるけど、要はカワイイ包装紙や、リボ

ンや余り布などを切って組み合わせて貼るだけでいいんで

す☆ノートや封筒などの文房具から、シュシュなどのアクセ

サリーまで。せっかくの夏休み、気分転換にステキな小物を

作ってみませんか？ 

弱小部の起こした奇跡 

「昆虫部」 

椙本孝思∥著 幻冬舎 913.6/スギ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

高一の小栗颯太郎は帰宅部でネットオタク。まわりを遠ざ

け、中庭でひとり昼休みを過ごすのが日課だったが、ある日、

昆虫部の勧誘を受ける。入部しないと言い張りながらも昆虫

部とかかわる颯太郎。タイクツしのぎだったそれも、少しず

つ変わっていき・・・。同クラスで部長の五十嵐航平の昆虫

を知ってもらいたいという思いを文化祭で実現しようと企

画を提案する。 

リリース【Release】＝義務、不当な束縛から解放すること 

「リリース」 

草野たき∥著 ポプラ社 913/ク ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 明良は優秀な外科医だった父の遺言を守り、周囲の期待に

応えるため医者を目指している。本当はＮＢＡ選手になりた

いという夢を持っていたが、そんな本心を隠し、うまくやっ

ているつもりでいた。しかし、バスケの才能あふれる転校生、

尊敬する兄の裏切りなどがきっかけで、ずっと心に溜め込ん

できた想いが爆発。自暴自棄になり、やる気をなくしてしま

った明良を救ったのは…。 
 


