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発行：田原市図書館  

（ＴＥＬ０５３１－２３－４９４６） 

◆ とぴっく ◆ 

Read me ! 「特集■ひみつ」 

新着図書 

お知らせ 「一日司書体験」  

季刊ブックレビュー 
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☆★一日司書体験★☆ 
８月７日（木）に渥美図書館で、中高生のみんなに一日司書

として、図書館の仕事を体験してもらいました。 

★中高生司書おすすめの本に POPをかいてもらいました★ 

☆実際にやってみてどうだった？☆ 

司書さんは毎日同じ仕事をやっていて大変だなと思った。 

（Sさん 中学２年生）  

利用者の方や同じ司書の方々と明るく言葉をかわしているのを

見て、改めてこの図書館はいいなぁと思いました。 

                （Yさん 高校１年生） 

 

「キケン」 

有川浩∥著 新潮社 2010年 913.6/アリ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

機械制御研究部 通称キケン。こどもの心に（無駄

に）知識のついた男子大学生たちが送る青春コメデ

ィ！読んでいて私が１番わくわくするものがたりで

す。 

「図書館ねこデューイ」 

ヴィッキー・マイロン∥著 早川書房 2008 年 

934.7/マイ 一般 

 図書館のポストに捨てられていた子ねこを

図書館でかうお話です。子ねこはみんなを笑

顔にするすごいネコです。ぜひ読んでみてく

ださい！！ 

おすすめ本は渥美図書館に展示してあるよ。読んでみてね♪ 

 

 

 



… 特集 ひみつ… 
あなたには自分だけが知っている事、 

誰にも言えない事はありますか？ 

 

今回の特集はそんな誰もが一つは持っている 

「ひみつ」です♪誰にも言えない「ひみつ」や 

実はバラしてしまいたい「ひみつ」など 

様々な「ひみつ」の本を集めました☆ 

 

あなたと同じ「ひみつ」も見つかるかも？ 

あやしいやつっていうのは、こういうやつだ！ 

「蒲生邸事件 前編・後編」 

宮部みゆき∥著 講談社 2013年 913/ﾐ/ 児童 

 浪人生の孝史は、受験のために宿泊していたホテルで火災に巻

き込まれる。逃げ遅れ、取り残された孝史を助けたのは、同じホ

テルの宿泊客である平田だった。不気味で、あやしげで、存在自

体がまるでブラックホールのように暗い平田に連れられた先は、

なんと二・二六事件勃発間近―戦前の東京。 

孝史は無事に現代へと戻れるのか。そして時間を自在に行き来

できる、平田の秘密とはー？ 

国語辞典ってどうやってつくられているの？ 

「三省堂国語辞典のひみつ」 

飯間浩明∥著 三省堂 2014年 813.1/イ 一般 

だれもが一度は手にしたことがある国語辞典。国語辞典なん

てどれも一緒だなんて思ったら大間違い。三省堂の国語辞典

は、だれでもわかりやすいシンプルな説明と新しいことばが多

く採用されています。例えば、「はんぱない」「ＫＹ」「中の人」

「やばい」…みなさんはことばの意味を説明できますか。国語

辞典にはちゃ～んと載っています。さあ、国語辞典を引いて、

日本語のおもしろさを体験してみよう。  



朝から晩までお前を監視（み）る 

「秘密警察 ＦＩＬＥ：０１」 

ぶりる∥原作 石沢克宜∥著 ＰＨＰ研究所 2012年 913.6/ｲｼ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

とある事件をきっかけに拳銃を持てなくなってしまった警

察官レン。拳銃が持てない事で交番勤務から異動になったレ

ンは変わり者の集まりと噂される『資料室』に配属された。

資料室でのレンの初任務はＵ王国の第一王女リンフローリン

王女の警護だったが、王女が逃亡してしまいレンが彼女の代

役をする事に！？更に事態は東西に分かれたＮ本國を統一し

ようと目論むテロリストとの争いに発展して…！ 

空飛ぶ一族のもう一つの秘密 

「真夜中の飛行」 

リタ・マーフィー∥作 小峰書店 2004年 933/マ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 ハンセン家には周囲に隠している秘密がある。それはハ

ンセン家の女は空を飛べるという事。その力を失くさない

ようハンセン家にはいくつもの規則が存在している。厳し

いおばあさまと様々な規則にうんざりしている 15 歳のジ

ョージアはもうすぐ単独飛行の儀式を迎える所だった。し

かし儀式の直前に規則を破り追放された伯母カルメンが帰

ってきた事で、ジョージアは家族の秘密を知っていき…。 

美しい兄妹に隠されたひみつ。 

「とりかえばや物語 ２１世紀版少年少女古典文学館 第８巻」 

田辺聖子∥著 講談社 2009年 918/ニ ﾃｨｰﾝｽﾞ  

 文武両道で才気あふれる美少年春風と、その腹ちがい（母

親のちがう兄妹）でたおやかな美しい姫君秋月。京の都で話

題になっている華やかな二人の兄妹、本当の性別は２人逆転

していて…。 

マンガやラノベでよくありそうな設定ですが、千年以上前

平安時代に生まれたれっきとした古典文学「とりかえばや物

語」のあらすじです。本当の性別を隠した二人の結末はどう  

なるのか？意外とたくましい平安貴族にびっくりします。 



どっちが先生？ 

「先生と僕」 

坂木司∥著 双葉社 2007年 913.6/サカ 一般 

友人の誘いを断りきれず、推理小説研究会に入ることに

なった二葉。しかし二葉はミステリーが大の苦手。人が殺

される小説なんて絶対読めない、極度のこわがりなのだ。

途方に暮れた二葉の前に現れた中学生の隼人から、ある秘

密の取引を持ちかけられ、隼人の家庭教師をすることに…。

頭脳明晰で大のミステリー好きの隼人と二葉の凸凹コンビ

が、いろんな事件を解決していきます。 

ルビーやサファイアも実は金属！？ 

「パパは金属博士！」 

吉村泰治∥著 技報堂出版 2012年 563/ヨ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 キッチンのシンクは金属でできています。水に触れると

さびるイメージのある金属。でもシンクはいつも水を流し

ているのにさびない…ちょっと不思議ですよね？実はシ

ンクに使われている金属、ステンレスは最初から全部さび

ているそうです！そんな私達の身の回りの金属の秘密を

金属博士のパパが分かりやすい例えで詳しく解説してく

れる一冊。読めばあなたも金属博士になれるかも？ 

暗黒の読書クラブ誌に隠された秘密 

「青年のための読書クラブ」 

桜庭一樹∥著 新潮社 2007年 913.6/サク 一般 

 お嬢様ばかりのマリアナ女学園の中で、関西なまりの話し

方と育ちを原因に孤立する烏丸紅子。変わり者揃いの読書ク

ラブはそんな彼女に目を付け、学園の「王子」へと仕立て上

げていく。見せかけの王子である紅子に夢中になっていくク

ラスメイト達だったが、彼女の恋愛が騒動へと発展しまう。

（烏丸紅子恋愛事件）お嬢様学校マリアナ女学園、その長い

歴史から消された事件は読書クラブだけが知っている…。 



ダイヤモンドでできた惑星があるんだって！！ 

「新しい宇宙のひみつＱ＆Ａ」 

的川泰宣∥著 朝日新聞出版 2014年 538/マ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

例えばあなたが宇宙飛行士で、宇宙船でどーしてもおなら

がしたくなったらどうしますか？生理現象だからしょうが

ないけど、元宇宙飛行士の毛利衛さん曰く、「宇宙でのおな

らはとても臭い」んだそうです。しかも地上のように匂いが

広がっていかないので他人のおならの固まりが直撃？！な

んて悲劇もあるんだとか…。宇宙旅行も夢じゃない今、いつ

か宇宙へ行く日のために宇宙について知ってみよう！ 

自由ってなんだろう 

「クロティの秘密の日記」 

パトリシア・Ｃ．マキサック∥作 くもん出版 2010年 933/マ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 奴隷制度が当たり前だった時代のアメリカ、黒人奴隷の少

女クロティは、ぼっちゃんの勉強中、うちわをあおぐ仕事を

している間に文字を覚えてしまいます。でもこのことは絶対

に秘密！それは、黒人は学ぶことを法律で禁じられているか

ら。クロティは誰にも秘密で日記を書きはじめます。彼女は

日記を書くことで、過酷な日常や、納得いかない現実と勇敢

に向き合っていきます。 

 

☆「ひみつ」なＣＤ＆ＤＶＤ 

ＣＤ『秘密』 ａｉｋｏ  2008年 CＤ211/ア 中央 

 これ以上好きになっちゃったらどうなるんだろう。そんな恋する想いを抱えた人たち

におすすめのせつなくて、きゅんとする一枚です。 

ＤＶＤ『わたしのグランパ』 2003年 DVD Ｃ41/ワ 中央 

 ある日、珠子の家に刑務所帰りの祖父（グランパ）がやってきた。グランパは珠子に   

ある秘密を打ち明ける。中学生の頃の石原さとみちゃんがとってもカワイイです。 

 

 

★★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♪ 

 

○『てるてるあした』 

加納朋子∥著 幻冬舎 2008年 913.6/カノ 一般 

 

○『数学ガールの秘密ノート 式とグラフ』 

結城浩∥著 ソフトバンククリエイティブ 2013年 410.4/ユ 一般 

 

○『蜂蜜秘密』 

小路幸也∥著 文藝春秋 2013年 913.6/シヨ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『ブランコ乗りのサン＝テグジュペリ』 

紅玉いづき∥著 角川書店 2013年 913.6/コウ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『世界文化遺産富士山のすごいひみつ１００』 

グループ・コロンブス∥編 主婦と生活社 2013年 291.51/セ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『不幸な少年だったトーマスの書いた本』 

フース・コイヤー∥著 あすなろ書房 2008年 949.33/コイ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『モリー・ムーンの世界でいちばん不思議な物語』 

ジョージア・ビング∥著 早川書房 2002年 933/ビ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『この絵、どこがすごいの？』 

佐藤晃子∥著 新人物往来社 2012年 720.79/サ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『リバース・ヴァンパイア』 

吉野匠∥著 幻冬舎 2012年 913.6/ヨシ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『声をきかせて』 

樫崎茜∥著 講談社 2013年 913/カ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予告：次号の特集は「ジョブ ティーンズのためのおしごと情報誌」です。 

お楽しみに♪ 



☆新着図書・この本読んで！☆ 
その言葉、正しい意味で使っていますか？ 

「ワーズハウスへようこそ」 

篠崎晃一∥監修 金の星社 814/ワ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

「シュークリーム食べる？」と聞いたら、最近までアメリ

カに住んでいた友人のレイラちゃんが怒ってしまいました。

一体なぜでしょう？「愛想をふりまく」「にやける」の正しい

使い方とは？外国人びっくりの和製英語や普段なにげなく使

っているけど本来の意味や使い方が間違っている言葉など、

日本語に関する新たな発見が出来る 1冊です。4コマ漫画や、

クイズなどで楽しく日本語を勉強しましょう。 

嫌われ者の『魔女』との旅 

「魔女は世界に嫌われる」 

小木君人∥著 小学館 913.6/コギ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 父に被せられた無実の罪のせいで父と妹を失ったネロ。 

”不帰の谷”に逃げ込んだネロが出会ったのは、人間から嫌

われる『魔女』の親子だった。魔女の娘アーシェの力を覚醒

させれば妹を生き返らせる事ができると知り、ネロはアーシ

ェと共に 300年前に滅んだ魔導帝国を目指す旅に出る…。

2・3巻も一緒に図書館に入ってますので、続きが気になる

人はぜひご一緒にどうぞ☆ 

不思議な力をもった少女の正体は？！中国を舞台にしたファンタジー。 

「文学少年と運命の書」 

渡辺仙州∥作 ポプラ社 913/ワ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 商人である父の手伝いをしながら大好きな本を読みあさ

る呉
ご

承恩
しょうおん

は、ある日出会った奇妙な少女に本と大切な父の帳

簿を食べられてしまう。玉
ぎょく

策
さ く

と名乗る少女は食べた書物のこ

となら何でも覚えているし、書いた人の過去まで分かるとい

う。帳簿のため玉策の世話係となった呉承恩だったが、玉策

の不思議な特技は町中の話題になってしまう。そのせいで二

人はトラブルに巻き込まれてしまい…。 
 


