
 

 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                  

発行：田原市図書館  

（ＴＥＬ０５３１－２３－４９４６） 

◆ とぴっく ◆ 

祝 50号特別企画 

・2014年度ティーンズベストリーダー 

・「みどりの翼」から選ぶ図書館司書オススメ本 

Read me ! 「特集■図書館」 

新着図書 

50号記念担当後記  

季刊ブックレビュー 

 図書館 
平成２７年４月 Ｖｏｌ．５０ 
 

今回の表紙はティーンズ 
掲示板に投稿して 
頂いた作品です★ 
１２才のハム suta さん 
ありがとう❤ 



  

   テーマ選びから紹介文まで時に悩み苦しみながら（大げ

   さ）１３年刊行してきたみどりの翼もついに５０号！ 

   これからも皆さんと本との出会いのきっかけになれるよ

      うに担当一同頑張っていきます☆（もぐもぐ） 

中高生の今だからこそ、１冊の本との出会いが人生を変えることが 

あると思います。「みどりの翼」を通して、そんな出会いを 

してくれると嬉しいな。（最長老） 

本がたくさんあるのが図書館のいいところだけど、ありすぎて選

べないこともあると思います。「みどりの翼」がそんなときの助け

になるよう、これからもがんばっていきます！（Ｇ） 

     本が好きでもなかなか読まないジャンルってありますよね。 

様々な本と出会い、その中からお気に入りを見つけてもらう手助

けができたらいいな。 

困ったら「みどりの翼」！（Ｒ） 

５０号記念楽しんでいただけましたか？次は１００号をめざ 

してこれからもゆるーくやっていこうと思います。やってほし 

い特集があればぜひティーンズ掲示板で投稿してください！ 

（こんなんでもリーダー【仮】） 



２０１４年度 

ティーンズベストリーダー発表 

 

 

 

 

 

 

 

中高生のみなさんにおすすめ本を紹介する季刊ブックレビュー「みどりの翼」

は今号で５０号を迎えました！！！ 

５０号記念の特別企画として、まずは今年度のベストリーダーを発表します。 

 

順位 
貸出 

回数 
タイトル 作者 

１ ２４ 万能鑑定士Ｑの事件簿 １  松岡圭祐／著 

２ ２３ 

キケン  有川浩／著 

ぷちかわイラスト  しまだ・ひろみ／著 

ボールペンで描くかわいい

イラストＢＯＯＫ  

森シホカ／著 

５ ２２ まんがで読む百人一首  小坂伊吹／まんが 

６ ２１ かないくん  谷川俊太郎／作 

７ ２０ 万能鑑定士Ｑの謎解き  松岡圭祐／著 

８ １９ 

陰陽屋へようこそ  天野頌子／著 

万能鑑定士Ｑの事件簿 ９  松岡圭祐／著 

少女は卒業しない  朝井リョウ／著 

陰陽屋の恋のろい  天野頌子／著 

家庭科の基本  田中京子／執筆 

高校受験で成功する！中学

生の合格ノート教科別必勝

ポイント５５  

小澤淳／監修 

総合ベスト 



 
 タイトル 作者 

０ 総記 大人にウケる子どもの質問 坪内忠太／著 

１ 

哲学、宗教 

「なるほど！」とわかる 

マンガはじめての心理学 
ゆうきゆう／監修 

２ 

歴史、地理 
こげぱん大阪・神戸ぶらり旅日記 たかはしみき／著 

３ 

社会科学 

高校受験で成功する！中学生の合格ノ

ート教科別必勝ポイント５５ 
小澤淳／監修 

４ 

自然科学 
数学の勉強法をはじめからていねいに 志田晶／責任監修 

５ 技術 家庭科の基本 田中京子／執筆 

６ 産業 １２歳からのスマホのマナー入門 藤川大祐／著 

７ 芸術 ぷちかわイラスト しまだ・ひろみ／著 

８ 言語 
英語でゾクゾクするちょっと怖い話 

ちょっと怖い話製作

委員会／編 

 

 

 

 

 

  

実用書（小説を除く）各部門１位 

・「盲導犬になったクイール」 

秋元良平∥作 あすなろ書房 1993 年 369.2/ア 

・「ピーターラビットのたのしい料理」 

ビアトリクス・ポター∥画 福音館書店 1993 年 596/ピ 

・「色の名前」 

ネイチャー プロ編集室∥構成 文 角川書店 2000 年 757.3/ネ 

・「ビッグ・オーとの出会い」 

シェル・シルヴァスタイン∥著 講談社 1982 年 E/シ 

・「コブタの気持ちもわかってよ」 

小泉吉宏∥作 ベネッセコーポレーション 1997 年 E/コ 

実は名作が隠れている？！貸出ワースト本セレクト 



今までの「みどりの翼」から選ぶ！ 

図書館司書オススメの１冊☆ 

「みどりの翼」で紹介した本の中から、思い入れのある１冊を図書館司書

が選びました。好き勝手に語らせてもらいます。（笑） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ビストロ・アニメシのレシピブック あのアニメの料理が作れる！」

Vol.45「オタク」で紹介 

土谷未希∥著 スモール出版 2013 年 596/ツ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

★担当もぐもぐ オススメ本★ 

「“文学少女”」シリーズ 野村美月∥著 エンターブレイン  

2006 年～2011 年 913.6/ノム ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

★図書館長 オススメ本★ 

アニメやマンガに食べ物が出てくると同じ物が 

食べたくなってた食いしん坊の私の夢を叶えて 

くれた本（笑） 

まだ試してないけどアニメを見ながら登場人物と

同じ物を食べてみた～い！ 

  文字の書かれた紙しか食べられない“文学 

少女”と、ある事情で筆を折った元・天才少年作家 

が出会う、古今東西の文学をめぐる怪事件の数々。 

 そして二人の関係は？ネタ本も読みたくなる！ 

      



 

  

「悪い本」Vol.39「ぞっとする」で紹介 

宮部みゆき∥作 岩崎書店 2011 年 726.6/ヨ 一般 

 

すっごく怖～い絵本です。大人になって久しぶり

に読んだ本がコレ。軽くトラウマ…いや忘れられ

ない１冊。「怪談えほん」というシリーズで何冊

かでているので、夏の夜みんなで集まって読んだ

ら怖さ倍増。 

★担当 最長老 オススメ本★ 

「ダリの国が見たい！」Vol.12「芸術」で紹介 

森枝雄司∥著 大日本図書 1994 年 293/モ 児童 

 

★渥美担当Ｇ オススメ本★ 

「ビブリア古書堂の事件手帖」Vol.45「オタク」で紹介 

三上延∥著 アスキー・メディアワークス 2011 年 913.6/ミカ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

★赤羽根担当 R オススメ本★ 

読後、栞子さんの脳ミソがほしい！と願わずにはいられ

なくなるはず（・・・勉強します(-“-)）。 

膨大な本の知識をフル活用して解き明かしていく謎の

数々。作中に出てくる本も読んでみたくなるのでは？ 

芸術はもちろん旅行が好きな人にもおすすめの 

１冊。スペインと聞くと思いうかべる、情熱的でエ

ネルギッシュなイメージとはちょっとちがうダリ

の国へ、あなたも行ってみては？ 



… 特集 図書館… 
 

ここからは通常通りの『みどりの翼』でお送りします。 

 

今回の特集テーマは「図書館」です。 

図書館っていうと宿題や試験勉強に来る子が多いのか

な…。図書館にはいろいろな本だけでなく、CD や DVD

などもあります。 

困った時だけでなく、気分転換したい時など、いつでも 

図書館に来てくださいね♪ 

あなたの大切な本を修理します 

「ルリユール」 

村山早紀∥著 ポプラ社 2013年 913.6/ムラ/ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 おばあちゃんの家に遊びに来た瑠璃は、本の修理をする

ルリユール工房で働く不思議な女性クラウディアと出会

う。クラウディアの元には、大切な想い出の詰まった本を

修理してほしいという客が次々とやってくる。クラウディ

アの魔法のような仕事ぶりに魅せられ、弟子入りした瑠璃

にクラウディアは、「誰のために、どんな本をつくりたい

のか」と問いかける。瑠璃が出した答えとは…。 

図書館の地下にはなにかある 

「図書館奇譚」 

村上春樹∥著 新潮社 2014年 913.6/ムラ 一般 

いつも訪れているいつもの図書館。けれど今日はいつも

とちがう。本を探していると地下室に案内され、そこに閉

じ込められてしまった。そこにいるのはあやしい老人、気

弱な羊男さん、食事を運んでくれる不思議だけれどもとて

も美しい少女。暗く静かで迷路のような牢屋から出る方法

は、三冊の本をすべて暗記すること。もし暗記できなけれ

ば脳みそを・・・。あなたの図書館は大丈夫？ 



夏目漱石の名作が虫に食われる！？ 

「話虫干」 

小路幸也∥著 筑摩書房 2012年 913.6/シヨ 一般 

 舞台は明治時代、夏目漱石の名作「こゝろ」の世界。この

名作に本の内容を勝手に書き換えてしまう虫、話虫が入り込

んだ！話虫のせいで本当の「こゝろ」には登場しないＫの妹

や夏目漱石本人、更には小泉八雲まで登場する事に！？新人

司書糸井は先輩の 榛
はしばみ

さんと共に「こゝろ」の世界に入り込

み物語を正そうとする。しかし糸井は名作を戻したいと思い

つつも友人となったＫの結末に心を痛めていて…。 

その紙を待っている人たちがいる 

「紙つなげ！彼らが本の紙を造っている」 

佐々涼子∥著 早川書房 2014年 585.02/サ 一般 

 図書館にたくさんある本や雑誌。それを作るために欠かせ

ない紙の四分の一が宮城県石巻市にある日本製紙石巻工場

で製造されていることをあなたは知っていますか？ 

 2011 年 3 月 11日、東北地方を震源地とした東日本大

震災で壊滅的な被害を受けた石巻工場。石巻で作られる紙

を国内だけでなく海外の出版社へと届けるために、半年以

内に工場は復活することができるのか？！ 

図書館で見つけた不思議な本の冒険 

「七夜物語 上・下」 

川上弘美∥編 朝日新聞出版 2012年 913.6/カワ 一般  

 読書好きな小学生さよは同級生の仄
ほの

田
だ

くんと共に探検に入った

高校で巨大なネズミの化け物に出会った。さよはそのネズミが図

書館で読んだ本、「七夜物語」の登場人物だと気付く。その日から

さよと仄
ほの

田
だ

くんはふいに現れる七夜物語の世界を旅する事にな

る。七夜物語の冒険を終えるたびに二人は自分と向き合い、成長

を遂げていく。さよと仄
ほの

田
だ

くんは無事に七つの夜を越えられるの

か！？ 

 



図書館を旅する 

「世界の美しい図書館」 

アフロ∥写真  パイインターナショナル 2014年 012/セ 一般 

メソポタミア文明が発祥とされる図書館。長い歴史の中

でどんどん進化しているのは知っていますか。迫力の宗教

画が天井一面に描かれたドーム型図書館、近未来のアート

な図書館、小さな木箱みたいな温かい雰囲気の図書館…。 

世界には「こ…ここが図書館！？」とびっくりするほど美

しい図書館がたくさんあります。 

いますぐ図書館に行きたくなる 1 冊です。 

サザエさんが何歳か知ってる？ 

「マンガ美術館＆スポットガイド」 

進藤やす子∥著 技術評論社 2006年 726.1/シ 一般 

 美術館＝有名な絵や芸術品ばかりの場所。そんなイメー

ジを持っていませんか？実は日本には日本が誇る名作マ

ンガとその作者の美術館がたくさんあるんです☆この本

は手塚治虫先生ややなせたかし先生など誰もが一度は作

品を目にした事がある先生方の美術館を体験して廻った

コミックエッセイです。美術館には作品や先生のひみつや

本もいっぱい♪読んで行きたくなったらぜひ行くべし！ 

あのあこがれのお菓子が食べられる？！ 

「物語や絵本のお菓子」 

北野佐久子∥著 集英社 2009年 596.65/キ 一般 

  物語の中で出てくるお菓子ってどうしてあんなにおい

しそうに思えるんでしょうか。そんな本好きな食いしん坊

たちの夢を叶える１冊をご紹介。「赤毛のアン」に出てく

るレモンメレンゲパイ、絵本「おちゃのじかんにきたとら」

でとらに食べられてしまったサンドイッチ、クッキーなど

など。外国の物語や絵本に出てきたおいしそうなお菓子の

作り方がいっぱい掲載されているので作ってみては？ 



田原市図書館にはおもしろい本がたくさんあるよ 

「ツクツク図書館」 

紺野キリフキ∥著 メディアファクトリー 2008年 913.6/コン 一般 

つまらない本ばかりで、おもしろくてためになる本が一冊

もない職員も変人ぞろいの「ツクツク図書館」。ある秋の終

りごろ、この図書館にやってきた「着ぶくれた女」は職員と

して働き始める。ほとんど利用する人がいないこの図書館で

の仕事とは、ただ本を読み続けること。だけどつまらない本

を読むことが大きらいな彼女は仕事をさぼってばかりで、館

長は困ってしまい…。 

図書館は人と本をつなぐ場所 

「晴れた日は図書館へいこう」 

緑川聖司∥著 ポプラ社 2013年 913.6/ミド 一般 

 しおりは本を読むのが大好きな女の子。いとこの美弥子さ

んがいる雲峰市立図書館へ通うのが日課だ。しょっちゅう通

っていると、図書館のちょっと不思議な謎にふれることがで

きる。本の延滞、濡れた本を返却ポストに入れる、図書館の

本を勝手に持って行く…困ったことなんだけど、実際に図書

館で起こりうる問題がどうして起こってしまうのか、問題の

ウラに隠された謎をしおりといっしょに解いてみよう。 

 

☆「図書館」なＣＤ＆ＤＶＤ 

ＣＤ『えいごであそぼ ベスト オブ ベスト オリジナルソングズ』  201４年    

CＤ308/エ 中央 

ＰＯＰなリズムで英語を楽しむことができます。１１曲目の『ＢＯＯＫ ＷＯＲＬＤ』

は本の世界の楽しさをノリノリで表現した１曲です。 

ＤＶＤ『ショーシャンクの空に』 2005 年 DVD Ｃ42/シ 中央 

 無実の罪で刑務所に入れられたアンディは、刑務所の図書室係をすることになる。どん

な状況でも希望をすてない大切さが胸に響く名作です。 

 

★★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♪ 

 

○『ぼくは、図書館がすき』 

漆原宏∥著 日本図書館協会 2013年 016.21/ウ 一般 

 

○『本を味方につける本』 

永江朗∥著 河出書房新社 2012年 019.12/ナ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『かわいい手製本』 

水野真帆∥著 毎日コミュニケーションズ 2009年 022.8/ミ 一般 

 

○『科学の栞』 

瀬名秀明∥著 朝日新聞出版 2011年 404/セ 一般 

 

○『童話の中のお菓子たち』 

ｃｒｅａｍ－ｄｒｅａｍｓ．ｃｏｍ∥編 時事通信出版局 2005年 596.65/ド 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 

 

○『ぼくは落ち着きがない』 

長嶋有∥著 光文社 2008年 913.6/ナガ 一般 

 

○『校閲ガール』 

宮木あや子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014年 913.6/ミヤ 一般 

 

○『ローズの小さな図書館』 

キンバリー・ウィリス・ホルト／作 徳間書店 2013年 933/ホ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『ビッビ・ボッケンのふしぎ図書館』 

ヨースタイン・ゴルデル、クラウス・ハーゲルップ∥著 日本放送出版協会  

2002年 949/ゴ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予告：次号の特集は「相棒/バディ」です。お楽しみに♪ 



☆新着図書・この本読んで！☆ 
山奥に住む美女の秘密 

「高野聖」 

泉鏡花∥作 理論社 913.6/イズ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

旅の途中で知り合った僧侶が語ってくれた若い頃の話。危

険な山道に進んだ男を引き返させてあげようと同じ道を進

んだ僧侶は山奥の一軒家に住む不思議な婦人に出会う。美し

く優しく妖しい魅力のある彼女に僧侶は心奪われていく。し

かしその婦人には恐ろしい秘密があって…。 

名作を読みやすい現代語に訳したシリーズの一冊。この本

は田原市にゆかりのある文豪、泉鏡花の名作です。 

「できるかも」…オヤジ（愛知県在住）挑戦する 

「ひらめき！食べもの加工」 

岡本靖史∥著 農山漁村文化協会 596/オ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 材料を混ぜて電子レンジでチンして固めるだけで、自宅

で簡単にぷるぷるのグミができるって知っていました

か？他にもアイスクリームやサイダーなど普通は店で買

ってくるような食べものだって実は自分で作れるんです。 

 自分の好きな味で作れるというメリットはあるけど、挑

戦しすぎると食べられないものができあがってしまうの

でご注意ください。 

憲法がぐっと身近に感じられる１冊 

「１０代の憲法な毎日」 

伊藤真∥箸 岩波書店 323/イ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 みなさんは「憲法」にどんなイメージを持っていますか。

授業で出てきたけど、ちょっと難しいなぁ…と感じている人

もいるかもしれません。だけど憲法は私たちの生活に大きく

関係していて、「権力から私たちの自由を守るためのもの」

なのです。学校の校則、社会生活のルール、門限や小遣いな

どの家の決まりなど、普段生活していて納得いかないことを

憲法と結びつけて考えてみよう。 
 


