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発行：田原市図書館  

（ＴＥＬ０５３１－２３－４９４６） 

◆ とぴっく ◆ 

Read me ! 「特集■旅」 

新着図書 

お知らせ 「ティーンズイラストコンテスト」  

季刊ブックレビュー 
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夏休み期間中ティーンズコーナーでは、すてきなイラストを大募集。 

応募してもらったイラストはティーンズコーナーのガラス壁面に展示します。

優秀者には『雑誌の付録詰め合わせ』をプレゼント★ 

また、参加者全員に応募作品をプリントした特製しおりを差し上げます☆ 

応募用紙はティーンズコーナーなどで配布中！！イラスト好きなみなさんの

ご応募をお待ちしています♪ 

 

募集期間 ７月１２日（土）～９月１５日（月） 

結果発表 １０月１日（水） 

展示期間 ９月２０日（土）～１０月１９日（日） 

対 象 １１才から２０才未満 

テ ー マ 「小説に出てくる好きなキャラクター」 

     または「みんなにおすすめしたい一冊」 

  ※応募用紙裏面に「本のタイトル」を記入して下さい 

応募方法 応募用紙にイラストを描き、必要事項を記入のうえ、ティーンズコ

ーナーイラスト応募箱に入れてください。 

 

 

 

 

 

今年も夏休みに合わせて、自由研究の役に立つ本、読書感想文

にオススメの本をティーンズコーナーで展示しています。 

 夏休みの宿題にこまったらぜひティーンズコーナーへ！ 

 

８月３１日（日）まで 

  中央図書館ティーンズコーナーにて展示中 

 

自由研究・読書感想文対策本あります！ 

ティーンズイラストコンテスト 

画材は自由だよ♪ 
芸術は爆発だ！ 

 



… 特集 旅… 
  

もういくつ寝ると夏休み♪ 

中高生のみなさんにとっては楽しみな夏休み。 

海やプール、花火やお祭りなどなど… 

楽しいイベントがたくさんあってうらやましいです（泣） 

 

何の予定がない子も大丈夫☆ 

旅の気分が味わえる「旅」に関する本を集めてみました。 

さあ、みんなで旅に出よう！ 

恋した相手は白い虎 

「白い虎の月」 

コリーン・ハウック∥著 ヴィレッジブックス 2013年 933.7/ハウ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 両親を亡くし、大学の学費を稼ぐためにサーカスで短期

バイトを始めたケルシーは、そこで世話を任された白い虎

ディレンに心惹かれる。インドの保護区に連れて行かれる

事になったディレンと共にインドに渡ったケルシーは、そ

こでディレンの正体が弟と婚約者の裏切りによって虎に変

えられてしまった 300年前のインドの王子だと知る。二人

は呪いを解くために様々な試練に挑んでいくが…。 

先生って大変だなぁ… 

「くるくるコンパス」 

越谷オサム∥著 ポプラ社 2012年 913.6/コシ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 地味でさえない将棋部男子三人組が修学旅行中の京都を

抜け出して大阪へ！？引っ越してしまった部活仲間の女の

子に会うために、大阪へ向かったけれどもキップをなくして

しまったり、道に迷ってしまったりとトラブルばかり。果た

して、彼らは再会することができるだろうか…。 

 スマホはもちろん、インターネットさえ存在しない、中学

生の冒険。頼りになるのは、地図とコンパスと友達？ 



世界中に散らばる文字を探す旅 

「〈本の姫〉は謳う １」 

多崎礼∥著 中央公論新社 2007年 913.6/タサ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

生まれながらにして、別の人間の記憶を持つ少年アンガ

ス。彼は、世界に散らばった２２個の「文字」を探す〈本の

姫〉と共に旅をしている。人々の心を狂わせ、むしばんでい

く「文字」を〈本の姫〉は歌うことで回収することができる

のだ。アンガスたちは、旅の途中で文字によって滅んだ街の

生き残りの少女セラと出会う。彼女は、なんだか色々な事情

を抱えているようで…。 

遠い異国から来た災い 

「マハラジャのルビー」 

フィリップ・プルマン∥著 東京創元社 2007年 933/プ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 突然の事故で父を亡くしてしまい、一人ぼっちになって

しまった１６歳のサリー・ロックハート。父の死に疑問を

抱いたサリーは真相を突き止めるため調査を始める。マハ

ラジャのルビーと呼ばれる宝石が関係していることを突き

止めたサリーの周囲にミセス・ホランドと呼ばれる不気味

な老婆が現れて、彼女の身に危険が迫る。父の死の真相と

は、サリーの過去に秘められているものとは。 

今年の夏はいつもとちょっと違う 

「海のはてまで連れてって」 

アレックス・シアラー∥著 ダイヤモンド社  2004年 933/シア ﾃｨｰﾝｽﾞ  

 父さんが船の仕事を辞めてしまう。ぼくと双子の兄クラ

イブは、父さんが働いている豪華客船にこっそり乗り込み、

父さんの最後の航海についていくことにした。さぁ！わく

わくする冒険のはじまりだ。うまく乗り込んだ僕らは、父

さんに見つからないように気をつけながら、秘密の航海を

楽しむことにした。素敵な老婦人ドミニクスさんとの出会

い、海賊との対決…海の旅はドキドキがいっぱいだ。 



「ぼく」を取り戻すために旅に出る。 

「ぼくは＜眠りの町＞から旅に出た」 

沢村凛∥著 KADOKAWA 2014年 913.6/サワ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

遊んで、寝て、遊んでまた寝てを繰り返す眠りの町にい

た「ぼく」は、町に迷い込んできた男に聞いた≪旅の仲間

≫を探すための旅に出る。自分の名前や、感情、言葉の意

味さえも分からない「ぼく」は、不思議な世界を旅するう

ちに３人の仲間に出会う。仲間との旅を通して物の名前や

感情を取戻し、思い出していく「ぼく」たち。旅の先に待

っている結末とは？！ 

宇宙旅行にいってみたい！ 

「野口さん、宇宙ってどんなにおいですか？」 

野口聡一・大江麻理子∥著 朝日新聞出版 2012年 538.9/ノ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 宇宙には空気がないから、匂いなんてないと思いきや、

つーんとした金属臭があるんだそうです。他にも、1日の

スケジュールや、食べ物、洗濯、ゴミ捨てについてまで、

ありのまま宇宙での生活について野口さんが教えてくれ

ます。宇宙から見た日本や、世界の夜景の写真も満載です。

地球が青や緑だけではなく、鮮やかな色に覆われていて、

改めて地球の美しさに気づかされます。 

神と旅する行商人 

「狼と香辛料」 

支倉凍砂∥著 メディアワークス 2006年 913.6/ハセ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 行商人ロレンスの荷馬車にある日奇妙な少女が忍び込ん

だ。狼の耳と尻尾が生えたその美少女は賢狼ホロと名乗っ

た。近隣の村で豊作の神と崇められているホロを村に帰そ

うとするロレンスだったが、人から必要とされなくなった

と感じているホロは村に帰る事を拒否。旅をして色々見て

回ってから生まれ故郷に帰りたいというホロの望みを聞

き、ロレンスはホロと一緒に旅をする事にしたが…。 



赤い風船がつなげた奇跡の出会い 

「僕たちの旅の話をしよう」 

小路幸也∥著 メディアファクトリー 2009年 913.6/シヨ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

山奥に住んでいるため、同世代の友達がいない舞は、赤

い風船に手紙をつけて飛ばすことにした。受け取ったのは

健一・麻里安・隼人。３人とも人には言えない不思議なチ

カラを持っていた。３人はすぐに仲良くなり、夏休みに舞

の家まで遊びに行く計画をたてるが、それぞれ家庭の事情

を抱えていて…。スマホで簡単に人とつながることのでき

る今、風船で届いた手紙でつながるなんて素敵ですね。 

あ！これ見たことある！ 

「新幹線の車窓から 東海道新幹線編」 

栗原景∥著 メディアファクトリー 2009年 291.09/ク 一般 

 旅行に行く時のお馴染、東海道新幹線の車窓から見える景

色を集めた一冊です。新幹線からの景色大好き！という人も

景色なんてあまり気にしてない…という人でもきっと見た

ことのある景色があるはず。逆に「こんなのあった！？」と

いう景色もありますので、見たい人は本に書かれている駅か

らの時間や方角を参考に次の旅行時にぜひ探して下さい☆

担当は難易度★★★の「米原のトトロ」を探したいです♪ 

 

☆「旅」なＣＤ＆ＤＶＤ 

ＣＤ『Yuzu you ２００６－２０１１』 ゆず  2012 年 CＤ211/ユ 中央 

夏のお出かけのお供にさわやかな楽曲はいかがでしょう？ 

 

ＤＶＤ『ものすごくうるさくて、ありえないほど近い』 2011 年 DVD Ｃ42/モ 中央 

 9.11 で父を亡くしたオスカーは、ある日父の遺品から 1 本の鍵と「ブラック」と書か

れたメモを見つける。その鍵を父の遺した最後の謎解きと考えたオスカーはニューヨーク

中を探し回るが…。 

 

★★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♪ 

 

○『ももこの世界あっちこっちめぐり』 

さくらももこ∥絵と文 集英社 1997 年 290.9/サ 一般 

 

○『いつか行ってみたい 世界一の絶景を見る』 

アフロ∥編 新人物往来社 2011年 290.87/セ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『日本珍スポット１００景』 

五十嵐麻理∥著 ぴあ 2008年 291.09/イ 一般 

 

○『世界一周』 

有園麻美∥撮影 アルファポリス 2009年 748/ア 一般 

 

○『未来への旅を続けよう』 

谷郁雄∥著 ＰＨＰ研究所 2013年 911.56/タニ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『アナザー修学旅行』 

有沢佳映∥著 講談社 2010年 913/ア ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『ロス、きみを送る旅』 

キース・グレイ∥作 徳間書店 2012年 933/グ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『ホビットの冒険 オリジナル版』 

Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン∥作 岩波書店 2002年 933.7/トル ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『ストラヴァガンザ 仮面の都 上・下』 

メアリ・ホフマン∥作 小学館 2010 年 933/ホ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『旅の絵本』 

安野光雅∥作 福音館書店 1982 年 E/ア/1 ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予告：次号の特集は「ひみつ」です。お楽しみに♪ 



☆新着図書・この本読んで！☆ 
地球はひとつ。 

「アイスプラネット」 

椎名誠∥著 講談社 913/シ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 中学２年の原島宏太の家の屋根裏には「いそうろう」が

いる。母親の弟でいつもぐうたらしているから、ぐうちゃ

んなんて呼ばれている。だけど写真を撮る仕事のため世界

中を飛び回るぐうちゃんは、宏太に色々なことを教えてく

れるおもしろい大人だ。恵まれている日本という国に住ん

でいると分からない大きな地球についてみんなで学んで

みよう！ 

手帳は忙しい君のミカタになる！ 

「中学生・高校生のための手帳の使い方」 

日本能率協会マネジメントセンター∥編 007.5/チ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

勉強や部活、遊びに、塾に、習い事…毎日すっごく忙し

いっていう人は多いはず。やらなきゃいけないことをすっ

かり忘れていたっていう経験ありませんか。そんなあなた

にオススメしたいのが「手帳」です。手帳をつかいこなす

ことで、忘れ物が減ったり、時間の使い方がうまくなった

りします。自分のお気に入りの手帳をみつけて、さっそく

実践してみよう。 

ダンス上手な死神の作る絶品うどん 

「死神うどんカフェ 1号店 1杯目」 

石川宏千花∥著 講談社 913/イ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 友達は作らない、楽しい事も将来のためになる事もしな

い、そう決めて半分死んだように高校生活を送る希子。そん

な希子はある日「死神うどんカフェ 1号店」という奇妙な

店を見つけた。そこには元死神の店長と現役死神の店員達、

しゃべるペンギンなどの不思議なメンバーと共に 2年前希

子を助けたために意識不明の重体になってしまった元クラ

スメイト三田くんの姿があった…。 
 


