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発行：田原市図書館  

（ＴＥＬ０５３１－２３－４９４６） 

◆ とぴっく ◆ 

Read me ! 「特集■相棒」 

新着図書 

お知らせ 「イベント★田原市図書館

ティーンズキャラクター大募集！！」  

季刊ブックレビュー 

 

相棒 



〒441-3695 

愛知県田原市古田町岡ノ越６番地４ 

田原市渥美図書館 ティーンズ担当宛 

℡ (0531)33-1114 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャラクター募集専用応募用紙に必要事項を記入して、 

①②どちらかの方法で応募してね！ 

①田原市図書館の専用応募箱へ投函する！！応募箱は中央図

書館ティーンズコーナー、赤羽根図書館、渥美図書館にあるよ 

②田原市渥美図書館へ郵送する！！ 

★自作で未発表の作品であること！！ 

★カラーで正面向きであること！  

★キャラクターには必ず本を持たせること！ 

★作成は手書き、デジタルどちらでも可。 

ただし、イラストは応募用紙に印刷すること！ 

※採用された場合、デジタル作品のデータ送信をお願いすることが 

あります。キャラクターの PR ポイントがあったらどんどん書こう！ 

 

図書館ＨＰ、または応募要項をみてね。

問合せや応募先はこちら！ 

 ティーンズサービスで使用するイメージキャラクターのデザインを募集します！ 

 

締め切り ８月３０日（日）１７時！ 

結果発表 １０月１日（水） 

キャラクター採用者には図書カード１万円が、 

入賞者には図書カード２千円が贈られます！たくさんの応募まっています！ 

 

だれでもひとり何点でも応募OK！ 

ただし、次の注意点を守ってね 

デ
ザ
イ
ン
の
注
意 
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募 
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… 特集 相棒… 
 

いつも一緒にいてくれる、困った時助け合える、 

小説やドラマでよくある「相棒」関係。 

そんな関係にちょっと憧れませんか？ 

 

今回のテーマは「相棒」です☆ 

仲が良かったり悪かったり、 

様々な相棒達の本をお楽しみください♪ 

 

何でも言い合えるのは幼なじみだから！！ 

「なりたい二人」 

令丈ヒロ子∥作 ＰＨＰ研究所 2014年 913/レ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 高すぎる身長と老けて見える顔がコンプレックスのちえ

りと小さくてぽっちゃり体型のムギは同じマンションに住

んでいる男女の幼なじみ。小学校でからかわれたことをきっ

かけに中学生の今では話もしないビミョウな関係。学校で出

された「なりたい職業」を調べる課題で、二人はペアを組む

ことになってしまい…。お互いのコンプレックスを長所に変

える、前向きになれる一冊です。 

憧れの宇宙へ、ふたりは飛び立てるか！？ 

「ヴィヴァーチェ 紅色のエイ」 

あさのあつこ∥著 角川書店 2013年 913.6/アサ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

紅色の宇宙船ヴィヴァーチェと伝説の船長ライに憧れ、いつ

か宇宙へと飛びたつ夢を抱くヤンとゴド。突然父を失い妹を

国に奪われるが、家族と夢を支えに最下層地区でのつらい暮

らしに耐えていた。だがある日軍が反乱を起こし混乱の只中

にある街で、ヤンはヴィヴァーチェ号そっくりな船に遭遇す

るが・・・。苦しい毎日を支えてくれる、周りの優しさも感

じられる物語です。 



元教師と教え子のおじさん 2 人が数学を勉強しなおします 

「いまからでも楽しい数学。」 

川勝健二、植松眞人∥著 三樹書房 2014年 410/カ 一般   

 マイナスとマイナスをかけたらなんでプラスになるの。

三角関数、この辺だけが分からない。確率って何。なんて

思ったことはありませんか？ 

そんな数学嫌いな生徒だったイラストレーターと元数

学教師が再会したら…。 

数学は公式だけではないと、目からウロコの解き方で数

学の面白さを再発見できます。数学への苦手意識がなくな

るかもしれません。 

田原市で相棒といえばこの２人！ 

「不細工な友情」 

光浦靖子、大久保佳代子∥著 幻冬舎 2006年 Ａ779.9/ミツ 郷土 

 友達として 12 年、コンビとして 14 年。相方は誰よりも

側に居て誰よりも自分を理解してくれる大切な存在、ではな

いようで(；´∀｀)長く一緒にいるからこそ好き、でも嫌い、

やっぱり好き？そんな色んな思いを健康、恋愛、食事など様々

なテーマの手紙という形でやりとりした一冊。時に褒め、時

に皮肉を言い、お互い嫌いになったり好きになったりする…

でも離れない。ある意味最高の関係なのかもしれません。 

カバ（ほ乳類）とゾウガメ（は虫類）、年齢と種別をこえた友情 

「オウエンとムゼイ」 

イザベラ ハトコフ∥ほか著 日本放送出版協会 2006年 489/オ 一般 

           2004 年 12月、インドネシアで発生したスマトラ沖

地震。地震によるすさまじい津波はテレビで見て覚えて

いる人も多いと思いますが、その影響がアフリカ大陸に

まで及んだことを知っていましたか？ 

 ケニアをおそった津波によって親たちとはぐれてしま

った赤ちゃんカバ「オウエン」と 130 歳のゾウガメ「ム

ゼイ」。一人ぼっちのオウエンはムゼイから生きていく術  

          を学んでいく。 



がっつりこってり、これぞ男子ごはん！ 

「男子ごはんの本 その６」 

国分太一、栗原心平∥著 ＭＣＯ 2014年 596/ｺ 一般 

ごはんを作る天才栗原さんと食べる天才国分さんのコン

ビで送る人気テレビ番組の公式レシピ本第 6 弾♪おいしそ

うなレシピの合間にトーク集や旅の様子があり、２人がと

ても楽しそうにお互いの事や料理について語っています。

仲のいい２人だからこそ楽しい番組＆おいしいごはんがで

きるのかもしれません。暑～くなるこれからの季節、担当

は鶏塩だれの冷やし中華に挑戦したいです❤ 

１人ずつ消えていく少女たち。その謎は…全部お見通しだ！！ 

「帰天城の謎」 

はやみねかおる∥著 講談社 2010年 913/ハ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 仲間由紀絵、阿部寛が演じるコンビでドラマ・映画化さ

れた「TRICK」。見事なコンビネーションを見せる山田・

上田コンビが実は青春時代に出会っていたら?! 

 中２の美少女（自称）山田は、クラスメイトと山奥にあ

る踊螺那
お ど ら な

村
そ ん

へと向かう。突如消えた城と、妖術を使ったと

いう玲姫の言い伝えが残る村で山田は上田と名乗る武者修

行中の奇妙な男に出会う。翌朝泊まっていた部屋の中から

クラスメイトが一人いなくなってしまい…。 

オシャレで楽しいガールズ・ミステリー 

「ローズクイーン ふたりはただいま失踪中！」 

Ｍ．Ｅ．ラブ∥作 理論社 2006年 933/ラ ﾃｨｰﾝｽﾞ  

 ママはずっと行方不明。パパは 3 日前に死んだ。義母は

遺産を独り占めして姉妹をバラバラに追い出すつもりだ。

義母から逃れるため、姉妹一緒に暮らすため、サマンサと

ソフィーは生まれ育った家を飛び出した。３０万ドルとニ

セの ID(身分証明)をにぎりしめて。 

 …そんな２人がなぜか探偵に！？ 

ミッシング・パーソンズシリーズ第一弾！ 



２人の絆で怪獣を倒せ！ 

「パシフィック・リム」 

アレックス・アーバイン∥著 角川書店 2013年 933.7/アバ 一般 

 2013 年 8 月太平洋海底に突然異世界と繋がる割れ目が出

現し、そこから現れた怪獣が人類を襲うようになった。人類

は巨大兵器「イェーガー」で怪獣に対抗するも徐々に劣勢と

なってきていた。イェーガーのパイロット、ローリーは共に

戦っていた兄ヤンシーを亡くしてから戦いから離れていた

が、割れ目を破壊するという怪獣に対する最後の作戦に参加

する事になり、新たなパートナー、マコと出会うが…！？ 

探偵小説の先駆けとなったゴールデンコンビ 

「緋色の研究」 

コナン・ドイル∥著 角川書店 ２０１２年 933.6/ドイ 一般 

 映画・ドラマ・アニメなどで有名な「シャーロック・ホ

ームズ」シリーズの第一巻。 

 言わずと知れた名コンビであるホームズとワトソン。 

名探偵と医者がどのように出会い、難事件を解決するよう

になったか。緋色の研究の意味とは？ 

新訳になって読みやすくなりました。興味があるけど昔

の小説は読み難そうという方にもオススメです。 

 

☆「相棒」なＣＤ＆ＤＶＤ 

ＣＤ『Ｔｈｅ ｓｏｕｌ ｆｏｒ ｔｈｅ ｐｅｏｐｌｅ』 

         Ｄｒｅａｍｓ Ｃｏｍｅ Ｔｒｕｅ 2011 年 CＤ211/ド 中央 

担当的には３人のイメージが強いんですが…。ベストアルバム発売でも話題ですね♪ 

 

ＤＶＤ『ヒューゴの不思議な発明』 2011 年 DVD Ｃ42/ヒ 中央 

 ヒューゴは亡くなった父の遺した機械人形を直すため、駅の中で盗みをしながら生活し

ていた。しかしある日おもちゃ屋の店主に見つかり、大切なノートを奪われてしまう…。 

 

★★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♪ 

 

○『シフト』 

ジェニファー・ブラッドベリ∥著 福音館書店 2012年 933/ブ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『ぼくのおやつ』 

ぼく∥著 ワニブックス 2014年 596.65/ボ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『正しい魔女のつくりかた』 

アンナ・デイル∥著 早川書房 2004年 933/デ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『レントゲン』 

風野潮∥著 講談社 2013年 913/カ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『武士道シックスティーン』 

誉田哲也∥著 文藝春秋 2007年 913.6/ホン ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『バイトでウィザード』 

椎野美由貴∥著 角川書店 2002年 913.6/シイ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『泣けない魚たち』 

阿部夏丸∥著 講談社 2008年 913.6/アベ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『安達としまむら』 

入間人間∥著 アスキー・メディアワークス 2013年 913.6/イル ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『豆柴センパイと捨て猫コウハイ』 

石黒由紀子∥著 幻冬舎 2011年 645.6/イ 一般 

 

○『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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予告：次号の特集は「S(すこし)F（ふしぎ）」です。お楽しみに♪ 



☆新着図書・この本読んで！☆ 
時々出てくるお菓子がおいしそう☆ 

「倫敦千夜一夜物語」 

久賀理世∥著 集英社 913.6/クガ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

ロンドン南郊外の小さな町で貸本屋「千夜一夜」を営む

アルフレッドとサラの兄妹。両親を殺害した叔父から逃れ

るため二人は侯爵家の身分を隠して暮らしていた。サラは

アルフレッドとの穏やかな生活を楽しんでいたのだが、ア

ルフレッドの後輩ヴィクターが「千夜一夜」に訪れた事で

生活が少しずつ変化していく。ヴィクターがサラ達に相談

する話は本にまつわる不思議な事件ばかりで？ 

「このＴシャツは児童労働で作られました。」シリーズ 

「ドコカ行き難民ボート。」 

シモン・ストランゲル∥著 汐文社 949/ス ﾃｨｰﾝｽﾞ  

 エミーリエは、最近ぽっちゃりした自分の体形が気にな

るノルウェーの 15 歳の女の子。サミュエルは父が職を失

い、収入源がなくなった一家のため、仕事を求めて不法入

国を決意した男の子。 

難民となった少年と、家族でバカンス中の少女。全く違

う境遇の二人が地中海のグラン・カナリア島で出会う。 

難民問題を身近に感じさせる 1冊です。 

マンガ「先生と僕」もオススメです。 

「夏目漱石、読んじゃえば？」 

奥泉光∥著 河出書房新社 910.26/ナツ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 夏目漱石って聞くと、学校の授業を思い出してイヤ～な

気分になるし、難しくって読めないって思っている人も多

いですよね。でも「坊ちゃん」の主人公がコミュ障の中二

病だったり、「こころ」がほんのりボーイズラブ風味だっ

て聞いたらちょっと読んでみたくなりませんか？ 

担当は「こころ」しか読んだことないですが(-_-;)、ち

ょっと読んでみようかな。私は「夢十夜」が気になります。 
 


