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◆ とぴっく ◆ 

Read me ! 「特集■コイバナ┳」 

新着図書・この本読んで！ 

紹介します♪わたしのおすすめ SP 

季刊ブックレビュー 

 

コイバナ┳ 



★☆★ 紹介します♪わたしのおすすめ スペシャル★☆★ 
 ティーンズコーナーの掲示板に投稿されたおすすめ本を紹介します。今回は新年

なので（？）スペシャルバージョンです。 

「この本、みんなに紹介したい！」とか「図書館にあったら、読んでみたいなぁ～」

というみんなの声を募集しています。投稿、お待ちしてます！！ 

 

『“文学少女”シリーズ』 野村美月∥著 913.6/ノム ﾃｨｰﾝｽﾞ（渥美） 

 ＊有名な文学の本を題材としたミステリー小説。“文学少女”が解説してくれて、楽

しみながら日本や世界の文学が勉強できます。（Ａ．Ⅰ） 

 

『レイン』 吉野匠∥著 913.6/ヨシ ﾃｨｰﾝｽﾞ 1～9巻 

 ＊大陸「ミュールゲニア」は剣と魔法が支配する世界。危ういバランスを保った時

代は終焉を迎えようとしていた。新しい王を迎えた大国「ザーマイン」が世界制覇

のため、小国「サンクワール」を攻めることで。サンクワールの滅亡は決まったか

のように思えたが…。（ＹＵＵＫＩ） 

 

『王様ゲーム』 金沢伸明∥著 913.6/カナ 一般 ※人気資料のため要予約！ 

 ＊毎日夜の１２時に送られてくるメールに従わないと殺されてしまう…。 

マンガや映画にもなっている作品です。スリルがあって、感動的なシーンもありま

す。ぜひ、読んでみて下さい☆ミ（Ｔｓｕｍｉｎａ♪） 

 

『とある魔術の禁書目録』 鎌池和馬∥著 913.6/カマ ﾃｨｰﾝｽﾞ １～22巻 

※『新訳とある魔術の禁書目録』1～3巻も所蔵 

＊魔術サイドと科学サイドが重なったとき、未来が切り開かれる。学生がこの本

の登場人物であり、物語を進めていく重要人物でもあります。スピード感を味わっ

て下さい。（セブン） 

 

『ＤＩＶＥ』 森絵都∥著 913.6/モリ ﾃｨｰﾝｽﾞ 1～４巻 

 ＊知季・陵・レイジの３人はＭＤＣ（ミズキダイビングクラブ）で飛び込みをしていた。

しかし、ＭＤＣは廃止寸前…。だけどある日、１人の女性がこのクラブのコーチになっ

て…。（Ｋ．Ａ） 

 



… 特集 コイバナ┳ … 
 

みなさん恋してますか～ッ！！ 

ほんのり甘くてちょっぴり切ない恋のお話 

 キャラが濃い？内容が濃い！？なコイバナ 

 あなたはどんな恋したい？ 

  

 今回の特集テーマは 

職場体験の中学生からのリクエストです♪ 

5 人の作品が一気に読めるお得感もあるよ♪ 

「きみが見つける物語 恋愛編」 

有川浩、乙一、梨屋ｱﾘｴ、東野圭吾、山田悠介∥著 角川文庫 2008年 

913.68/キミ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

人間関係が苦手な大学生が 1 人暮らしを始めた家には前

住人の幽霊と子猫が住んでいた。始めは戸惑っていた暮らし

が徐々に幸せになってきて･･？「しあわせは子猫のかたち」

他にも死んだ恋人に会いに行く話、恋に似た味のフレークに

夢中になる話など５つの短編集です。「恋愛編」ですが、す

ごく甘い話ではないので男の子でも楽しめます。 

誰を好きになってもそれは自然な事 

「「好き」の？(ハテナ)がわかる本」 

石川大我∥著 太郎次郎社エディタス 2011年 367.9/イ 一般 

 LGBT って知ってますか？L=レズビアン、G=ゲイ、B=

バイセクシャル、T=トランスジェンダーの頭文字をつなげ

た言葉です。LGBT は約３０人に１人居ると言われていま

す。意外と身近な存在なんだって思いませんか？この本で

はLGBTについて優しく、分かりやすく説明されています。

身近な人達がもっと自然に人を好きになり暮せるように、

まずは知る事から始めましょう。 



もし親友と同じ人を好きになったら？ 

「クローバー」 

中西翠∥著 講談社 2009年 913/ナ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 幸せの象徴である四つ葉のクローバー。中１の少女好葉

は集めた四つ葉のクローバーを週に一度、放課後に学校の

図書室へ行き、誰も手に取らなさそうな本を選んでこっそ

り挟んでいた。ある日、自分と同じように図書室の本に四

葉のクローバーを挟んでいる人がいる事に気付き、「クロ

ーバーの君」と名付け、次第に彼に恋心を抱くように…。 

 恋と友情の間で揺れる少女の淡い初恋のお話。 

男の子って･･･どんなカンジ？ 

「ボーイズ・レポート 同居人はハンサム７人組」 

ケイト・ブライアン∥著 理論社 200７年 933/ブ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

引越しばかりの人生にうんざりなミーガン。また両親の

海外赴任が決まったが、今度こそはついていきたくない！

そんな反対をしたばっかりに知り合いのマッゴーワン家に

居候することになってしまった。男ばっかり７人兄弟、し

かもイケメン揃いの兄弟に、男の子に慣れていないミーガ

ンは戸惑うばかり。さらに、人気者の次男エヴァンと仲が

良いことで彼のガールフレンドヘイリーに嫉妬されて･･･。 

五人五色のレンアイ模様 

「ストロベリー・ブルー」 

香坂直∥著 角川書店 2010年 913.6/コウ 一般 

 同じ中学で同じクラスの理子・三田村くん・琴海・綿森

さん・横山くんの 5人の男女。それぞれの恋をそれぞれの

視点で描いた連作短編集。恋をしたらみんながみんな両想

いになれるわけじゃない。もしかしたらうまくいかないこ

との方が多いかも？思春期真っ只中な彼女たちの、憧れ・

すれ違い・片想い・失恋…そんな甘酸っぱい経験がぎっし

り詰まった１冊です。 



両声類って知ってる？ 

「カエルの歌姫」   

如月かずさ∥著 講談社 2011年 913/キ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 放送委員長の流之介が校内アイドルを募集すると言い出

した。その一人目としてデビューし、すぐに大人気になっ

た覆面アイドル雨宮かえる。その正体は男女両方の声が出

せる特技を持つ花咲圭吾だった。かえるの声で歌っている

時だけ本当の自分になれると思う圭吾は校内での人気に満

足していたが、かえるの歌が流れている間だけ笑顔を見せ

る孤高の美少女、水瀬さんの事が気になってきて･･･。 

これってそんな意味だったの!? 

「百人一首 愛と生を紡ぐうた いまこそ詠みたい雅のことば」 

谷知子∥著 PHP研究所 2009年 911.14/タニ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 秋の田の～から始まる百人一首。始めの句として有名なこ

の句は天智天皇が詠んだ句じゃなかった!?など百人一首に

ついて色んな視点から学べます。特に恋愛を読んだ句は約千

年前なのに共感できる所があったりして少し不思議な感覚

です。いつでも好きな人に会えるという時代ではなかったか

らこそ相手の心に残るような名句が多いのかもしれません。

素敵な挿絵もあるので楽しみながら百人一首を学べます。 

理系男子、恋をする。 

「ラブ・ケミストリー」 

喜多喜久∥著 宝島社 2011年 913.6/キタ 一般 

 天才的な科学センスをもつ藤村桂一郎。しかし、研究室

の秘書真下さんに一目ぼれをしたことが原因で、スランプ

になってしまう。研究一筋、今回が初恋の藤村だから告白

はもちろん彼女に話しかけることすらできない。そんな彼

の元に突然カロンと名乗る黒衣の不思議な女性が現れる。

カロンは藤村の恋愛の手伝いをすると言う。 

恋の成就と、研究あなたならどっちを選ぶ？ 



１６歳でパパに！？ 

「ガツン！」 

ニック・ホーンビィ∥著 森田義信∥訳 福音館書店 2009年 933/ホ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 ロンドンに住む１５歳の少年サムは、３２歳の母親と２

人暮らし。母親の紹介で知り合った同い年のアリシアと付

き合い出したのだが、最近ちょっと飽きてきた。しかし、

サムの１６歳の誕生日直前にアリシアの妊娠が発覚！？。

事実を受け入れられないサムは、現実逃避したくてジタバ

タしっぱなし。しかも突然アリシアと赤ちゃんと３人で暮

らしている未来にタイムスリップしてしまい…。 

野菜ってえらい！ 

「野菜畑で見る夢は」 

小手鞠るい∥著 日経ＢＰ社 2009年 913.6/コデ 一般 

 「恋」と「野菜」をテーマにした連作短編集。 

１話ごとに野菜がメインの料理が出てくるんですが、これ

がおいしそうな料理ばっかり！！なんです。ナス嫌いの恋

人の為に彼が作ったナスカレー、日が経つうちにピンクに

染まる初恋のようなラディッシュの漬物、亡くなった夫が

かつて作った空豆コロッケなどなど…甘ーい恋だけじゃ満

足できない人におすすめ、食欲も満たしてみませんか？ 

 

☆「コイバナ┳」なＣＤ＆ＤＶＤ 

ＣＤ『メッセージ』モンゴル８００ ＣＤ２１１/モ 中央 

 新垣結衣のカバーで CM でおなじみの「小さな恋のうた」、会いたい気持ちが伝わるよう

な「あなたに」などストレートな歌詞が胸に響きます。 

 

ＤＶＤ『初恋のきた道』 Ｃ４２/ハ 中央 

 村にきた新任教師にひと目ぼれした少女は一人暮らしの彼のために毎日お弁当を用意 

する。中国の田舎を舞台にした、初恋の物語。 

 

★★ＣＤ・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♪ 

 

○『数学に恋したくなる話』 

秋山仁・松永清子∥著 ＰＨＰ研究所 2010年 410.4/ア ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『ペンギン恋日和』 

鎌倉文也∥写真 坂崎千春∥文 河出書房新社 2008年 488.66/カ 一般 

 

○『Ｌｏｖｅチョコ』 

遠谷希与子∥著 ブティック社 2010年 596.65/ト 一般 

 

○『君になりたい 恋の短歌』 

穂村弘∥編 後藤貴志∥絵 岩崎書店 2007年 911/キ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『Ｌｉｔｔｌｅ ＤＪ』 

鬼塚忠∥著 ポプラ社 2007年 913.6/オニ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『片想い。』 

坂木司・前川麻子・大崎梢・安藤由希・草野たき・笹生陽子∥著  

ジャイブ 2008年 913.68/カタ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『ａｉｒ』 

名木田恵子∥著 金の星社 2003年 913/ナ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『リトルレッドのためいき ガッダム池の中』 

浜崎公美∥著 講談社 2002年 913.6/ハマ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『バリスタ少女の恋占い』 

クリスティーナ・スプリンガー∥著 代田亜香子∥訳 小学館 2010年  

933.7/スプ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予告：次号の特集は「戦」です。お楽しみに♪ 



☆新着図書・この本読んで！☆ 
ビッグマックで為替相場が分かる!? 

「図解小学校で習った算数で「経済」がスッキリわかる！」 

オフィステクスト∥編 藤岡明房∥監修 青春出版社 330/ズ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

難しいけれど理解しておいた方がいい経済･･･この本だ

と図を交えて解説しているので難しい経済の計算が小学校

の算数で理解できちゃいます。国家予算や GDP などの話

だけではなく、面白くない映画を最後まで見るのは得か？

薄型テレビの値下がりの謎、など身近な事の計算も解説し

ています。算数は苦手･･・という人も大丈夫。小数点が出

てきた所で算数をあきらめた私にも分かりました(´∨｀  

「ほしやどり」に隠された秘密とは？ 

「星やどりの声」 

朝井リョウ∥著 角川書店 913.6/アサ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 早坂家は、結婚して家を出た長女琴美に始まり、下は小

学生の真歩に終わる三男三女の六人兄弟。父が数年前ガン

で亡くなってからは純喫茶「星やどり」を営む母律子は女

手一つで兄弟たちを育ててきた。就職・進学･･･家族ひとり

ひとりがそれぞれの問題に直面する中、「星やどり」存続の

危機が訪れる。家族のつながりに胸が温かくなる、ラスト

ちょっぴり涙するお話です。 

いきなり私が救世主！？ 

「楽園の蓮 はじまりを歌う少女」 

喜多みどり∥著 角川書店 913/キ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

ごく普通の中学生、天野蓮。親友の愛理に裏切られたシ

ョックで学校を飛び出してしまう。瀕死の赤い小鳥を助け

ようとしたことがきっかけで、愛犬ハチローに異世界の神

の使いパンが乗り移り、異世界へ連れ去られてしまった。

そこで蓮は予言に出てくる『シンショの娘』として、その

世界に君臨する悪の神クンと対決するハメに。しかもクン

を倒さないと元の世界に戻れないと言われ…。 
 


