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◆ とぴっく ◆ 

Read me ! 「特集■バカ☆本」 

新着図書 

紹介します♪わたしのおすすめＳＰ 

季刊ブックレビュー 

 

バカ☆本 

! 



 

今年もよろしくお願いします。 

2013 年初の「みどりの翼」です♪ 

今年もみなさんに楽しんでもらえる 

ティーンズコーナー作りを頑張りますので 

図書館にたくさん遊びに来て下さいね☆ 

 

☆★☆紹介します♪わたしのおすすめスペシャル★☆★ 

 

『あんじゅう 三島屋変調百物語事続』宮部みゆき∥著 913.6/ミヤ 一般 

＊こわかわいいお話です。たくさんのお話がつまっています。ぜひ読んでみて

下さい！！(ゆっき～な(2 号)さん) 

 

『デュラララ！！』成田良悟∥著 913.6/ナリ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

＊少し昔にアニメ化された作品の 1 作目です。登場人物がとてもユニークな

ので楽しんで読めると思います。(重松さん) 

 

『スピリットベアにふれた島』ベン・マイケルセン∥作 原田勝∥訳 933/

マ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

＊極限の状態になった時、”人”はどのようになってしまうのか？いつもとは

全くちがう”隠れた人間”を見る事ができる、おもしろい本です！！！(3 号

さん) 

 

『ぼくらの最後の聖戦』宗田理∥著 913/ソ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

＊第 1 弾とは、主人公とか、キャラがちがいます。1 つ 1 つのキャラがとて

も個性的で、おもしろいです。わくわく、ドキドキ、ハラハラするので、読ん

でみて下さい。(？？？さん) 

 

『三毛猫ホームズの安息日』赤川次郎∥著 913.6/アカ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

＊ドラマ化もされた三毛猫シリーズ第 6弾です。シリーズもいっぱいあるし、

読みやすくて、おもしろいので、読んでみて下さい。(？？？さん) 



… 特集 バカ☆本 … 
 

クリスマス、お正月と楽しいイベントが終わってしまって 

なんだかブルーな気持ちになっている 

そんな貴方へ★ 

 

読めば、楽しくなってくる 

そんな愛すべきおバカ☆な本を 

集めてみました。 

 

Once upon a time … 

「ワンス・アホな・タイム」 

安東みきえ∥作 理論社 2011年 913/ア ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 むかしむかし…シンデレラや白雪姫など昔話ではおなじ

みのフレーズですよね。この本はすべてそんな言葉からは

じまるお姫さまや王子さまの話が入っているロマンチック

なおとぎ話集…ではありません。出てくるのは世間知らず

のお姫さま、バカ正直な若者、ナルシストとひきこもりの

王子たちなどが個性あふれた登場人物ばかり。ちなみに担

当お気に入りは「おめざめですか、お姫さま」です。 

２７人と１匹（？）がドタバタ大騒ぎ 

「ドミノ」 

恩田陸∥著 角川書店 200１年 913.6/オン 一般 

 爆弾の入った紙袋が東京駅のどこかにまぎれてしまっ

た！だけどみんなそれどころではなく…（笑） 

別れ話がこじれているカップル、俳句のオフ会に行きたいけ

ど、迷子になっちゃったおじいちゃん、子役を目指す女の子

たち、今日中に大事な書類を届けなくてはいけない保険会社

の社員などなど…。みんなを巻き込んで次第に大騒ぎになっ

ていきます。大笑いで読める１冊。 



太宰先生ごめんなさい… 

「【新釈】 走れメロス 他四篇」 

森見登美彦∥著 祥伝社 2007年 913.6/モリ 一般 

 大学を支配する図書館警察長官に捕らわれた友人を救う

ためには、日没までに学校へ戻りブリーフ一丁で踊らなけ

ればならない。しかし芽野はそれを嫌がり、京都中を逃げ

回る…（走れメロス）太宰治をはじめ、中島敦、芥川龍之

介、坂口安吾、森鴎外と一度は読んだことがあるような大

作家たちの名作をパロディ（新釈）してしまった短編集。

原作と合わせて読んで、違いを楽しんでみてね☆ 

あの変態精神外科医が帰ってきた 

「空中ブランコ」 

奥田英朗∥著 文藝春秋 2004年 913.6/オク 一般 

 空中ブランコにのれなくなったサーカス団員、刃物がこ

わいヤクザ、小説が書けなくなった作家…今日も精神科医伊

良部先生のところには変な患者で大賑わい。 

前作「イン・ザ・プール」からパワーアップした伊良部先生

が変態っぷり全開で大暴走！！ 

患者たちの悩みは解決するのか！？くよくよ悩んでいるの

がばかばかしくなる爽快なラストが待っています。 

あなたもやってみる？？ 

「世界のシェー！！ フジオプロ公認」 

平沼正弘∥著 理論社 2010年 748/ヒ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

赤塚不二夫のマンガ「おそ松くん」を知っていますか？

タイトルにある「シェー！」とは、その中に出てくるおフ

ランス帰りのキャラクターイヤミの得意ポーズです。当時

国民的に大流行したそんなポーズを「世界中の人にやって

もらおう」、そう旅の途中にひらめいて集めた「世界のシ

ェー」の写真集です。言葉は分からなくても、写真を見て

るだけで思わず笑顔になってしまいます。 



続編を新刊で紹介！ 

「おーい！キソ会長」   

柴村仁∥著 徳間書店 2011年 913.6/シバ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 皆から「木曽会長」と呼ばれる木曽は生徒会副会長。人の

好さからかいつも面倒事を押し付けられている木曽は、ある

日不良に絡まれた所をクラスの不良、勝村に助けられた。勝

村を見直した矢先に木曽達のクラスで盗難事件が発生！疑

われる勝村を助けようと木曽は事件を調査するが…。 

高校生のちょっとおバカな日常の中で起こる事件をお人

好し木曽と実はいい奴勝村が仲良く(？)解決していきます。 

今日からあなたもポジティブになれます 

「ネガポ辞典」 

ネガポ辞典制作委員会∥著 主婦の友社 2012年 159/ネ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 どんなネガティブな言葉も前向きな言葉に変換してしま

うネガポ辞典。つかうと①前向きになれる②自分に自信がも

てるようになる③苦手な人をちょっとだけ好きになれると

いうステキな効能があります。 

ネガポ辞典にかかれば、【えげつなく、ねちっこい、ひきょ

うな】人も【精神面が強く、意志が強く、頭がきれる】人に

なるのです。さあ、あなたもレッツポジティブ！ 

人を 1000 回笑わせろ！ 

「大盛りワックス虫ボトル」 

魚住直子∥著 講談社 2011年 913/ウ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 突然現れた虫のような生き物に「人を 1000 回笑わせろ」

と命令されてしまった公平。でも公平は存在感が薄く、人前

に立つのも恥ずかしい思いをするのも嫌…。悩んだ公平は文

化祭のお笑いステージに参加する事を思いつく。内気で食い

しん坊の三輪とナルシストの日比野とトリオを結成し、文化

祭のステージに挑むが…！？ 

 不思議なタイトルの本ですが読めば意味が分かります☆ 



気まずいときの対処法 

「さよなら、気まずさたち」 

フロンツ∥著 ブックマン社 2006年 914.6/フロ 一般 

 この世の中には気まずいシチュエーションがたくさんあ

ります。待ち合わせをしていた友人が変な服装で来たり、

悪口を言っていたら、当事者が背後に立っていたり、彼女

のご飯がまずかったり…こんなときあなたならどうする？ 

←表紙のステキな髪形の彼が絶体絶命の危機を乗り切るエ

クセレントな回答を教えてくれます。ただ、この本を参考

にして、さらなる窮地に陥っても責任はとれませんが（笑） 

くすりと笑える高校生達の日常 

「金曜のバカ」 

越谷オサム∥著 角川書店 2010年 913.6/コシ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 金曜は嫌いだ。おじさんの所に行かなきゃいけないから。

考え事をしながら自転車をこいでいたカナは向かいから来

た「気が弱いオタク」に下着を見られてしまった！それで

終わらず次の週にそいつは背後から抱き着いてきた！天然

女子高生と気弱ストーカーの週に 1 度の変な戦いの結末

は！？表題作「金曜のバカ」の他 4 作の短編集。バカだけ

ど一生懸命な主人公達の姿は何だか可愛く思えます。 

 

☆「バカ☆」なＣＤ＆ＤＶＤ 

ＣＤ『マリオ・ザ・ミュージック：任天堂』 2004 年 213/フ 中央 

 マリオ尽くしのサウンドトラック。ゲームをやった人なら思わず情景が浮かんでくるは

ず！マリオバカのためのＣＤです。 

ＤＶＤ『魔法にかけられて』 2007 年 Ｃ42/マ 渥美 

ディズニーのお姫様＆王子様が現代ニューヨークへやって来た！？アニメで見ると素敵

な彼女たちもニューヨークだとちょっと(かなり？)変わった人…。他のディズニー作品とは

一味違う、アニメと実写で作られている作品です。 

 

 ★★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♪ 

 

○『淑女のエチケット』 

五月女ケイ子∥著 扶桑社 ２００５年 385.9/ソ 一般 

 

○『生き物の持ち方大全』 

松橋利光・神谷圭介・高岡昌江∥著 山と渓谷社 2007 年 480/イ 一般 

 

○『バカなおとなにならない脳』 

養老孟司∥著 理論社 2005年 491/ヨ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『ウンココロ』 

寄藤文平・藤田紘一郎∥著 実業之日本社 2005 年 491.34/ヨ 一般 

 

○『前田建設ファンタジー営業部』 

前田建設工業株式会社∥著 幻冬舎 2004年 510.9/マ 一般 

 

○『うめめ Ｔｏｄａｙ‘ｓ Ｈａｐｐｅｎｉｎｇ』 

梅佳代∥写真 リトル・モア 2006年 748/ウ 一般 

 

○『はじめてでもできる かんたんティッシュ工作』 

駒宮洋∥著 学研教育出版 2012 年 754.9/コ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『そこにシワがあるから エクストリーム・アイロニング奮闘記』 

松澤等∥著 早川書房 2008 年 786/マ 一般 

 

○『ハズカシメール大賞』 

スキマスイッチ∥編 新潮社 2008 年 807.9/ハ 一般 

 

○『いつも心にクールギャグを』 

デーブ・スペクター∥著 幻冬舎 2011 年 914.6/スペ 一般 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予告：次号の特集は「学校」です。お楽しみに♪ 



☆新着図書・この本読んで！☆ 
世界の賢人たちのメッセージ 

「The Words」 

弓狩 匡純∥著 朝日新聞出版 159.8/ユ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 リンカーン、ビル・ゲイツ、ナイチンゲールにウサイン・

ボルトやレディー・ガガまで世界の賢人 123 人の名言集。

苦難を乗り越えて、なにかを成し遂げた人の言葉は力強く、

心にずしんとくるものばかり。その名言が生まれた背景やエ

ピソードなども詳しく載っています。 

ぜひ、英語で読んでみよう。Just do it. (とにかくやってみ

よう) 

オタク男子 VS 激辛美少女 

「ぼくの嘘」 

藤野恵美∥著 講談社 913.6/フジ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

趣味はゲームとアニメ鑑賞、見るからにモテない地味～

な笹川勇太は親友の彼女に叶わない恋をしていた。ある日

彼女が忘れたカーディガンを抱きしめているところを学校

一の美少女結城あおいに目撃された上に、写メられてしま

う。あおいは勇太に写真を消してほしければ、自分の彼氏

のフリをして親友とのダブルデートに付き合ってほしいと

頼んできて…。 

前作とセットでどうぞ☆ 

「めんそーれ！キソ会長」 

柴村仁∥著 徳間書店 913.6/シバ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 修学旅行で沖縄に来た木曽達。沖縄に浮かれていた木曽だ

が、①クラスの男子が美人副担任 千歳先生の寝顔を写メし

たら賞金がもらえるという“写メ・ロワイヤル”を計画 ②

密室だった木曽達の部屋にお酒の空き缶がばらまかれる ③

変な男が修学旅行をストーキングしてくる など面倒事が

次々発生。お人好し木曽は全て解決できるのか！？ 

修学旅行で浮かれているのでおバカ成分も上がってます↑ 

 


