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発行：田原市図書館  

（ＴＥＬ０５３１－２３－４９４６） 

◆ とぴっく ◆ 

Read me ! 「特集■新」 

新着図書 

お知らせ 「ティーンズコーナー 

プチ展示 ナビ本」  

季刊ブックレビュー 

 

新 



 

ティーンズコーナープチ展示 

ナビ本
ぼん

～なりたい自分になる!! 
 

 

５月１０日から開始予定の新しいプチ展示では、図書

館員がぜひ中高生のみなさんに読んでもらいたいおす

すめ本を展示します。 

みどりの翼特別号も配布予定なので、お楽しみに☆★ 

 

さ・ら・に！今回は、みなさんのおすすめ本も大募集します！！ 

中央図書館ティーンズコーナーで配付している規定の POP用紙に記入して、

応募箱に入れてください。 

応募してくれたものは展示期間中、ティーンズコーナーで掲示します。 

 

 

☆展示期間 平成 26年 5月 10日（土）～6月 12日（木） 

★展示場所 中央図書館ティーンズコーナーガラス壁面前 

☆POP募集期間 平成 26年 4月 26日（土）～6月 8日（日） 

★テーマ「ナビ本～なりたい自分になる！！」 

  みんなに読んでもらいたい大好きな本、読むとすっごく役に 

立つ本などなど…なんでもＯＫ♪ 

 

みなさんのご応募をお待ちしています┰ 



… 特集 新… 
  

「新」という字にみなさんは何をおもいうかべますか？ 

 

「新生活」「新学期」「新入生」…。 

 

暖かくなり、新しいことに挑戦したくなる 

季節がやってきました。 

この春新しいことをはじめてみては 

いかがですか？ 

分からないことがあったら、ぜひ聞いてください。 

「図書館のトリセツ」 

福本友美子、江口絵理∥著 講談社 201３年 010/フ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 いま、この「みどりの翼」を読んでいるあなたは、きっと

図書館のキホンは分かっているはず。この本はそんなあなた

にもぜひ知ってもらいたい新しい図書館の使いこなし方が分

かる、図書館のトリセツ（取扱説明書）。 

 本の並び方はどうやって決まっているの？図書館にはどう

いうサービスがあるの？これを読んで君も図書館マスターに

なろう！！ 

映画作りの現場で事件は起こった！ 

「スタート！」 

中山七里∥著 光文社 2012年 913.6/ナカ 一般 

病身の名監督が、最期の作品を撮るためにメガホンをとっ

た。そこに集まったのは、映画製作にまったく無知なプロデ

ューサー、スキャンダル女優、勝手に脚本を変える助監督な

ど、一癖も二癖もある人間ばかり。スムーズに撮影が進む訳

もなく、脚本がネットに流出したり、照明が落ちる事故が起

きたり…。そしてついに殺人事件が起こってしまう。無事に

クランクアップを迎えることができるのか。 



新技術は人類にどういう影響を与えるのか？ 

「９３番目のキミ」 

山田悠介∥著 文芸社 2013年 913.6/ヤマ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

お気楽大学生也太は祖母からもらったおこづかいで、最新

式のロボット「スマロボ」を購入した。ボディの色から適当

にシロと名付けたそのロボットを当初ナンパや金もうけに

使うナリタ。しかし、合コンでひと目ボレした都奈とその弟

和毅と仲良くなったことで也太とシロの生活が少しずつ変

わっていく。そんなある日、スマロボを使った大事件が起き

てしまう。 

ねぇ助けてくれる？ 

「弱いロボット」 

岡田美智男∥著 医学書院 2012年 548.3/オ 一般 

 ロボットと聞いてどんなものを思い浮かべますか？失敗

もなく優秀で、人間を助けてくれる。そんな風に思う人も多

いかもしれません。しかし、この本に出てくるのは見せられ

た積み木の色を間違えたり、会話が繋がらなかったりするロ

ボットやゴミを見つける事はできるけど拾えないロボット

などちょっと無責任で他力本願なロボットばかりです。そん

なロボット達が持っている不思議な力を探る一冊です。 

不思議な力を手に入れた！？ 

「オクサ・ポロック」 

アンヌ・プリショタ 、サンドリーヌ・ヴォルフ∥著 西村書店東京出版編集部  

2012年 953/プリ ﾃｨｰﾝｽﾞ  

 13 歳のオクサは親友ギュスの家と一緒にフランスから

イギリスへと引っ越してきた。イギリスの学校での新学期初

日から最悪な目にあってしまったオクサはその夜、不思議な

力に目覚める。不思議な力はどんどん強まっていき、その力

に怯えつつも楽しんでいたオクサだったが、その力がずっと

隠されていた自分の一族の秘密に関わっていると分かり

…！？ 



失敗ありの人生は、とても楽しい。 

「益川博士のつぶやきカフェ」 

益川敏英∥著 三省堂 2010年 289.1/マ 一般 

ノーベル物理学賞を受賞した著者は、意外にもこどもの頃

は勉強が嫌いだったそうです。著者のお父さんが電気技師を

目指したことがあって、そんな話を聞いているうちに、自分

は理科や数学が得意なんだと錯覚したそうです。きっかけは

ささいなことかもしれませんが、そんなささいなことに自分

がやりたいことのヒントが隠されているのかもしれません。

著者のつぶやきに耳を傾けてみてはいかが。 

イタリアで始める新生活！ 

「カフェ・デ・キリコ」 

佐藤まどか∥著 講談社 2013年 913/サ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 父カルロと祖父ルイジが相次いで亡くなった事により

キリコはイタリアのデ・キリコ家を受け継ぐ事になった。

祖父が遺した家を受け継ぐ条件は祖母が経営していたカ

フェ＆ギャラリーをキリコと母が経営すること。「居心地

のいいカフェ」を目指して頑張る中、お隣バジリコ家のイ

ケメン兄弟とも仲良くなり、キリコのイタリアでの生活は

順調にスタート。しかしある日衝撃の事実が明らかに！？ 

現代文明が崩壊した後に再建された新しい世界 

「カッシアの物語」 

アリー・コンディ∥著 プレジデント社 20１１年 933/コ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 結婚の相手、職業、食事、そして死ぬ時まですべて管理さ

れた偶然のない世界「ソサエティ」。１７歳になったカッシ

アに決定された結婚相手は幼なじみのザンダーだった。しか

し、結婚相手を確認するために立ち上げたディスプレイには

なぜか他の青年－クラスメイトのカイが映し出されていた。

それをきっかけにカイと接するうち彼の不思議な魅力に引

き込まれていくカッシア、禁じられた二人の恋の行方は…。 



ちょっと不器用な恋の始まり 

「吉祥寺の朝日奈くん」 

中田永一∥著 祥伝社 2009年 913.6/ナカ 一般 

交換日記、机の落書き、雨の中の子猫、お腹の音（！）、

カップルのケンカ…様々なものをきっかけに始まる恋が

書かれた短編集。恋愛小説ですがちょっぴりミステリー的

な所もあり、驚かされる話もあります。お腹の音から始ま

る話「うるさいおなか」に出てくる静かな教室でお腹が鳴

ってしまう事、担当もありました。（-_-；）残念ながら素

敵な恋は始まりませんでしたけど。(ﾉД`) 

３時間で敬語の達人になれる！！ 

「新人ＯＬと３時間！一緒に覚える敬語」 

渡辺由佳∥監修 青春出版社 2011年 336.49/シ 一般 

 「了解です！」「部長が参られます」はどこがまちがってい

る？電話やメールをするときのルールは？この本を読んで敬

語だけではなく、社会人として覚えておきたい常識も一緒に

おさえておこう。担当も新社会人のころは先輩にドン引きさ

れた苦い思い出が…。これから就職試験や入試で面接を控え

ている人にオススメの１冊。新人ＯＬのもえみちゃんと一緒

に楽しく敬語を勉強しよう。 

 

☆「新」なＣＤ＆ＤＶＤ 

ＣＤ『２ Cellos ２．In2ition』２Cellos  2012 年 CＤ201/ト 中央 

マイケル・ジャクソンの名曲をチェロでカバーしたことで一躍有名になった二人組イケ

メンチェリストのセカンドアルバム。スマホ CM でも話題になりましたが、チェロアルバ

ムって新鮮。 

ＤＶＤ『ソーシャル・ネットワーク』 2010 年 DVD Ｃ42/ソ 中央 

今や世界的に有名な facebook を設立したマーク・ザッカーバーグをモデルにした作品。

前例のないことを作り出すためにはトラブルもいっぱいなんです。 

 

★★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♪ 

 

○『ひとりずもう』 

さくらももこ∥絵と文 小学館 2005年 914.6/サク 一般 

 

○『スタートライン』 

小川糸∥他著 幻冬舎 2010年 913.68/スタ 一般 

 

○『あたらしい図鑑』 

長薗安浩∥著 ゴブリン書房 2008年 913.6/ナガ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『バージンパンケーキ国分寺』 

雪舟えま∥著 早川書房 2013年 913.6/ユキ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『新社会人のビジネスマナー』 

やのひろこ∥絵 岩下宣子∥監修 枻出版社 2008年 336.49/シ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『ワーキング・ホリデー』 

坂木司∥著 文藝春秋 2007年 913.6/サカ 一般 

 

○『サクラ咲く』 

辻村深月∥著 光文社 2012年 913.6/ツジ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『不可能は、可能になる』 

古田貴之∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ 2010年 289.1 /フ 一般 

 

○『身近なモノ事始め事典』 

三浦基弘∥著 東京堂出版 2010年 031.4/ミ 一般 

 

○『あの雲を追いかけて』 

アレックス・シアラー∥著 竹書房 2012年 933/シ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予告：次号の特集は「旅」です。お楽しみに♪ 



☆新着図書・この本読んで！☆ 
人気の「ネガポ辞典」に実践編が出ました！ 

「ネガポ辞典 実践編」 

ネガポ辞典制作委員会∥著 主婦の友社 159/ネ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

進学や進級で環境が変化した人も多いと思いますが、中に

はその新しい環境が気に入ってない人もいるのでは？そん

な人にオススメしたいのがこのネガポ辞典です♪ネガティ

ブな言葉を全てポジティブに言い換えて紹介しています。今

回は実践編なのですぐに使える言葉もたくさん掲載！新し

い環境が気に入ってない人はネガポ辞典を使ってネガティ

ブな考えをポジティブに変えちゃいましょう☆ 

我慢は体によくないよ！ 

「だらだら動物図鑑 だらけた一日をすごしたい、あなたへ」 

エクスナレッジ 748/ダ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 新学期になって、新しい出会いばかりでわくわくする

けど何だか疲れちゃった。そんな五月病気味のあなたに

はこの本がおすすめ☆カンガルーやヒョウなどいろん

な動物たちのだら～っとした思わずくすっと笑ってし

まうような写真ばかりを集めた一冊。「子どもだってだ

らけたい日があるんです」友達と遊ぶのも楽しいけれ

ど、たまにはだらだらと一日過ごしてみませんか？  

人生の気がかりは、絶対になくならない。 

「二つ、三ついいわすれたこと」 

ジョイス・キャロル・オーツ∥著  岩波書店 933/オ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 有名大学に合格し、演劇部の主役が決まったメリッサ。美

人で頭脳明晰な彼女のあだ名は「ミス・パーフェクト」。だ

れもが羨む彼女だが、なぜかイライラがとまらない。次第に

心のバランスを大きく崩すことになる。一方、クラスメイト

のナディアはいじめを受けていた。そんな二人の心には、謎

の死を遂げた友人ティンクがいた。心の中でティンクと話し

ながら、自分の生きにくさと向き合っていく。 
 


