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◆ とぴっく ◆ 

Read me ! 「特集■怖い話」 

新着図書・この本読んで！ 

コラム◇図書館からのお知らせ 

 

  

                 発行：田原市図書館 （ＴＥＬ０５３１－２３－４９４６） 



毎日あっつい日が続きますが夏休みももうすぐですね! 

旅行に、海に、買い物に、と楽しい計画がたくさん予定されて    

いるのではないでしょうか？ 

図書館では昨年人気だった「怪談図書館」がパワーアップして

帰ってきます!楽しい夏休みの思い出に、図書館での 

一夜限りのこわ～い思い出を加えてみるのはいかがでしょう？ 

††† 一夜限りの怪談図書館 ††† 
日時：8月 24日（水）閉館後 

場所：田原市中央図書館 

対象：中学生、高校生 

詳細は近日告知！ 

ポスター、チラシを見てね！ 

今年の怪談図書館はただ脅かされるだけじゃない！？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  申し込みは中央図書館のカウンターまたは電話（23-4946）にて 

  ※どちらも定員には限りがあります。お早めに！！！ 

 

 

 

 

★★「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、普段とは違う本を読んでみたい人も、本選びに悩んだら、のぞいて

みて下さいね。 

期間：7 月 9 日(土)～8 月 31 日(水) 場所：ティーンズコーナー(中央館) 

 

脅かされるより脅かしたい！！ 自分の作品で怖がらせてみたい！！ 

††怪談図書館ボランティア†† 

怪談図書館で皆を脅かしたい！怖が

らせるアイディアがある！秘密を守れ

る！そんな人を待ってます。 

 

初打合せ：7月 24日（水）15時～ 

募集人数：5名程度 

††ティーンズ怪談学校†† 

地元にちなんだフシギな話を書いてみ

ませんか？優秀作品は怪談図書館で朗

読します！皆を怖がらせよう！ 

 

日時：7月 31日（日）10時～15時予定 

募集人数：10名 

そ ん な あ な た は ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 



☆特集 怖い話☆ 
 

今年も暑い季節がやってきました。 

エコだ節電だと 

なかなかエアコンをかけづらい今夏。 

 ぞっとするような怖い話で 

涼しくなりませんか？ 

 

 

名前を呼ばれたちびっ子は・・・？ 

「ギャシュリークラムのちびっ子たち」 

エドワード・ゴーリー∥著 河出書房新社 2000年 E/ゴ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

                 Aはエイミー、Bはベイジル、Cはクララ･･･。アルファベ

ットと同じ２６人のちびっ子たちが頭文字順に登場して、そ

して････。副題は「または遠出のあとで」。名訳による韻を

踏んだ軽快なテンポでさくさく読めます。アメリカには熱

狂的なファンも居るエドワード・ゴーリーの代表作。シンプ

ルな文章なのにモノクロの絵と相まってゾッとする、シュ

ールでブラックなちょっと大人の絵本です。 

その部屋に泊まってはいけない 

「隣之怪 病の間」 

木原浩勝∥著 幽ブックス 2009年 147/キ 一般 

友人の実家にある「病の間」そこに泊まった者は必ず不可

解な死を遂げる。興味本位でそこで何が起こるか確かめよう

とビデオを設置した友人と私。そこに映っていたものとは･･。

(病の間)彼氏と友人がひっそり計画していた肝試しに気分が

乗らなかった私は一人車で皆を待っていた。すると帰ってき

た友人が一人足りなくて･･？（肝試し）他にも引っ越した家で

起こる怪奇な出来事など怖い話ばかりの一冊。 

 



やまわろの正体とは？！ 

「やまわろ」 

釛子ふたみ∥著 大日本図書 2010年 913.6/カネ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 野外授業で向かった登山で、大雨のため山崩れにあっ

てしまった絆奈（はんな）。一緒に助かったのは、生徒７名

と、引率の先生、そしてきのこ採りに山に来た赤江と名乗る

老人の計９名。霧に包まれ身動きもとれない中で、突然悲

鳴とともに先生の姿が消えた。老人によると「山童（やまわ

ろ）」と呼ばれる妖怪の仕業で、寂しがりのやまわろは同じよう

な仲間を探しているという。残された８人は無事帰ることがで

きるのか。 

暗い湖の底から… 

「深く、暗く、冷たい場所」 

メアリー・Ｄ・ハーン∥著 せなあいこ∥訳 評論社 2011 年 933/ハ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

１３歳の少女アリは、屋根裏で１枚の古びた写真を見つ

けた。写っていたのは幼い頃の母と伯母ともう一人…顔の

部分を破り取られている女の子。その子のことを母と伯母は

覚えていないと言う。アリは母の猛反対を押し切り、その写真

の場所、湖のほとりのコテージで、伯母と従姉妹のエマの３

人で夏休みを過ごすことになったのだが、湖で彼女たちを待

ち受けていたものとは…。 

うさぎは誰だ 

「片耳うさぎ」 

大崎梢∥著 光文社 2007年 913.6/オオ 一般 

 小学６年生の奈都は、母と一緒に父の実家に引っ越す

ことになった。そこは地元では有名な古くて大きなお屋敷

で、家族はちょっとクセのある人ばかり。しかもその家には「うさ

ぎを屋敷に入れると人が死ぬ」という古い言伝えがあって、

奈都は怖くてたまらない。「うさぎ」とは一体誰なのか。好奇

心旺盛な中学生さゆりに半ば強引に誘われ、奈都はお屋

敷の秘密を探り始めた。 



100 の質問に答えを出せるか 

「私と悪魔の１００の問答」 

上遠野浩平∥著 講談社 2010 年 913.6/カド ﾃｨｰﾝｽﾞ 

葛羽紅葉は母親の事業のトラブルのせいで有名人になっ

ていた。トラブルを解決してくれる代わりに「でびる屋」ことシャー

マン・シンプルハートが要求したのは紅葉と話をする事。ハズ

レ君と名乗った人形を使って彼は紅葉に１００の問いかけを

する。普通とは好ましいものか、選ばれたものは他と何が違う

のか、自由とは結局なんなのか･･･答が 1 つじゃない問いか

けの答を考えてみてはいかがでしょう？ 

すっきりしないラストがこわーい… 

「りはめより１００倍恐ろしい」 

木堂椎∥著 角川書店 2006年 913.6/コド 一般 

 中学時代、いじめられてはいないけど、ずっと「いじられ」役

だった羽柴典孝。面白い、ひょうきんってだけで常に笑われて

いたイヤな思い出を繰り返さないため、高校ではイケてる友だ

ちを作りおな中の一城の協力も受け、「いじる」側になった典

孝だったが…。 

 いじめもいじりも良いことではないけれど、いじる側に悪気が

ない分、いじめよりタチが悪い？ 

やつらがだんだん近づいてくる… 

「かかし」 

ロバート・ウェストール∥著 金原瑞人∥訳 徳間書店 2003 年 933/ウ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 サイモンは全寮制の学校に通う１３歳。尊敬していた父は

戦争で死んでしまった。夏休みをママの再婚相手ジョーの家

で過ごすことになったのだが、父のことを想うと、ジョーだけでな

く母にまで憎悪を抱くようになってしまう。孤独に耐えられなく

なったサイモンは、亡き父に助けを求めたのだが、その声に応

えたのは父ではなく、古い水車小屋に巣食う邪悪な魂だっ

た。それらはかかしの姿になり、日ごとに家に近づいてきた…。 



結婚したら妻に食べられる！? 

「ヌカカの結婚 虫達の不思議な性戦略」 

森川幸人∥著 新紀文社 2005 年 726.6/モ 一般 

色々な昆虫たちが子孫を繁栄させるために行ってきた

ことを、人間に例えて紹介した絵本。結婚した日に妻に自

分の体を食べられてしまう夫【セアカゴケグモ】、自分が産

んだ娘に不妊のホルモンを与えて、一生自分の世話をさ

せる母親【女王バチ】、１００人の男性と結婚する娘【女

王アリ】など…ほんわかしたイラストからは想像できないほど

不思議でゾッとする実話を集めた一冊。 

続編もあるよ。 

「怖い絵」 

中野京子∥著 朝日出版社 200７年 723/ナ 一般 

 絵画鑑賞なんて難しくてよく分からない、そんな人にぜひ読

んでもらいたい一冊。例えば、一番最初に出てくるドガの有名

な絵画「エトワール、または舞台の踊り子」。ステージで踊る一

人のバレリーナ。しかし１９世紀当時バレリーナは娼婦のような

扱いを受けていた。そんな背景を知ってから見てみるとまた違

った印象を抱けるんじゃないでしょうか。 

 

 

☆「怖い話」なＤＶＤ 

ＤＶＤ『コープスブライド』 Ｃ４２/コ 中央 

 気の弱い新郎ビクターは結婚式の前日に森へ逃げ出してしまう。そこで出会っ

た死体の花嫁“コープスブライド”に(事故だけど)プロポーズ。彼女に連れられ

て死者の世界へ行ってしまうが･･･? 

ＤＶＤ『チャイルド・プレイ』 Ｃ４２/チ 中央 

 6 歳の誕生日にアンディは「親友(グッドガイ)人形」を貰う。しかしその人形には

殺人鬼チャッキーの魂が宿っていて････!? 

 

★★ＤＶＤは人気の資料です。貸出中の場合は、予約をしてね！ 

 



他にもこんな本あります♪ 

 

○『お化け屋敷で科学する！』 

扶桑社 2011年 141.6/オ 一般 

 

○『なまなりさん』 

中山市朗∥著 ダ・ヴィンチ編集部∥編 メディアファクトリー  

2007年 147/ナ 一般 

 

○『月蝕姫のキス」 

芦辺拓∥著 理論社 2008年 913/ア ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『復讐プランナー』 

あさのあつこ∥著 河出書房新社 2008年 913.6/アサ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『自鳴金
オ ル ゴ ー ル

』 

池田美代子∥著 2011年 光文社 913.6/イケ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『ゴーストハント①」 

小野不由美∥著 メディアファクトリー 2010年 913.6/オノ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

  

○『ユアボイス 君の声に恋をして』 

新津きよみ∥著 理論社 2007年 913/ニ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『ソウ２』 

行川渉∥著 ダーレン・リン・バウズマン、リー・ワネル∥原案 

角川書店 2005年 913.6/ユキ 一般 

 

○『オフェーリアの物語』 

山田正紀∥著 理論社 2008年 913/ヤ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予告：次号の特集は「movie」です。お楽しみに♪ 



☆新着図書・この本読んで！☆ 
タイムトラベルを信じますか？ 

「きみに出会うとき」 

レベッカ・ステッド∥著 東京創元社 933.7/ステ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

ミランダのママがテレビ番組へ出場することになった。

全米で放映される人気クイズ番組で 3 年目にしてようやく

の当選だ。でも、ミランダはこのことを前から知っていた。

だって「あなた」からの手紙に書いてあったから。 

きっかけは宛先の分からない不思議なメッセージ。未来

を知っているかのような手紙の主は誰？？ 

自分達を捨てた国への復讐はできるのか！？ 

「パラシュート」 

山田悠介∥著 幻冬舎 913.6/ヤマ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 日本と争うＡ国テロリストに突然拉致された賢一と光

太郎。二人の命と引き換えにテロリストが要求したのはＡ

国への攻撃を停止する事。しかしどうしてもＡ国を攻め落

としたい首相はそれを拒否。使い道のなくなった二人をテ

ロリストは無人島上空で別々のジェット機から突き落と

す。二人が生き延びるには意識のない光太郎が背負うパラ

シュートを開くしかない･･･。 

夢を叶えるために… 

「火鍛冶の娘」 

廣嶋玲子∥著 講談社 913/ヒ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 鉄を鍛え、武器や道具を作り出すという火
ほ

鍛冶
か じ

の世界。火

鍛冶の匠を父にもつ少女、沙耶は幼い頃から火鍛冶になるの

が夢だった。「女は鉄を鍛えてはならない」という掟を破り、

自分を男と偽って修行を続けていた。ある時、都から王子の

剣を鍛えて欲しいという依頼が沙耶の元へ舞い込んだのだ

が、王子のために精魂込めて鍛え上げた剣はとんでもない力

を持ってしまい…。 
 


