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発行：田原市図書館  

（ＴＥＬ０５３１－２３－４９４６） 

◆ とぴっく ◆ 

Read me !  

   「特集■S（すこし）F（ふしぎ）」 

新着図書 

図書館からのお知らせ   

季刊ブックレビュー 

  S・F 
(すこし) (ふしぎ) 



 

 

 

 

 

採用者には図書カード２千円分を 

差し上げます！ 

詳しくは 10月 24日（土）から 

 配布予定の応募要項を見てください。 

 

 

            問合せ 渥美図書館 （0531）33-1114 

 

 

 

 

 

 

 

そんなあなたに！！ 

田原市読書会支援システム「つなほん」始まります！ 

 

おすすめ本を紹介しあうイベント 

「ブクマール」も定期的に開催予定です。 

将来的には自分の好きな読書サークルを作成できるようになるかも？ 

お楽しみに！ 

 

同じ本を読んでいる
人と友達になりたい！ 

11月 15日（日） 

締め切り 



… 特集 S(すこし)F(ふしぎ)… 
 

今回のテーマはＳ（すこし）Ｆ（ふしぎ）です。 

サイエンスフィクションってちょっと難しそう？ 

 

イエイエそんなことはありません。 

 

よーく見ると科学に基づいていない SFもあります。 

今回はそんなすこしふしぎな本を集めました。 

 

歴史改変論者から時間を守る！ 

「タイムライダーズ １」 

アレックス・スカロウ∥著 小学館 2014年 933/ス ﾃｨｰﾝｽﾞ 

沈みかけたタイタニック号から救い出されたリアム。彼

に待ち受けていたのは、時間を超えて歴史を変えようとす

る人々の野望から、正しい「今」を守り抜くタイムライダ

ーズになる運命だった。同じように死の淵から助けられた

マディ、サルと共に「繰り返す一日」の中で訓練を始める。 

そんな彼らの初めての任務はナチス・ドイツによる世界

征服を防ぐことで！？ 

小さい頃憧れた人は多いはず！ 

「ナウシカの飛行具、作ってみた」 

八谷和彦、猪谷千香∥著 幻冬舎 2013年 538.62/ハ 一般 

 映画「風の谷のナウシカ」に出てくるナウシカの愛機「メ

ーヴェ」。優雅に飛ぶ姿に憧れた人も多いのではないでしょ

うか。そのメーヴェに憧れるだけでなく、自分で作って飛

びたいという夢を持った作者が、模型作りから実際にジェ

ットエンジンを搭載して空を飛ぶメーヴェを完成させるま

での 10 年間が書かれています。メーヴェが実際に飛ぶ動

画はインターネットで見られます★ 



現代医学で無実を証明しろ！ 

「時をかける眼鏡」 

椹野道流∥著 集英社 2015年 913.6/フシ ﾃｨｰﾝｽﾞ   

 検死医を目指す医学生遊馬
あ す ま

は母の故郷マーキス島で突然

過去へタイムスリップしてしまった。そこで遊馬は医学の

知識を見込まれ、父王殺しの罪を着せられた皇太子ロデリ

ックを助けるよう頼まれる。しかし当のロデリックは冤罪
えんざい

を訴える事もなく、処刑を受け入れるつもりでいた！それ

にはロデリックと弟達との関係が関わっているらしく…遊

馬は無事ロデリックの無実を証明できるのか！？ 

植物に守られた星を狙う人間とは誰なのか？！ 

「歌う樹の星」 

風野潮∥作 ポプラ社 2015年 913/カ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 植物と話ができるふしぎな力をもつ水希。１７歳にして植

物医の資格をもつ彼女は派遣されたランタナ星でジュリと

名乗る少年に出会う。植物に育てられ、水希としか話すこと

ができないジュリ。彼によるとあやしい男たちが星の植物を

殺すだけでなく、人を殺すところを見てしまったという。 

 兄の生樹とともに調査を始めた水希だったが、あやしい男

たちにジュリとともに連れ去られてしまい…。 

博物館界の東大からお届けします 

「自然科学３０のなぜ？どうして？」 

国立科学博物館／編著 さ・え・ら書房 2010年 406/シ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

パンダとレッサーパンダはどこが違う！？日本では

じめて作られた時計って！？某ネコ型ロボットの映画

でも有名な首長竜もここで研究されていた！？ 

小さな疑問か大きなナゾまで、なぜ？どうして？に研

究員がお答えします。ひたすら化石のスケッチをした

り、ひたすら石を削ったり、博物館ではこんなジミ・・・

地道な研究を繰り返しているのか、とびっくり！ 



謎だらけな科学の世界！ 

「サイエンス・クエスト 科学の冒険」 

アイリック・ニュート∥著 ＮＨＫ出版 2012年 404/ニ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

SFといえばこの１冊。「宇宙人と話ができるのか？」そ

んなことを考えたことはないですか？やっぱり宇宙人は

言葉以外の方法でコミュニケーションをするのかな。映画

みたいに指と指を合わせる？もしかしたら日本語で会話

ができるかも！？この本はそんな疑問の手助けになりま

す。その他にも「死んだ人は生き返るのか」「幽霊ってい

るの？」など、あなたの知らない科学の世界へ連れていっ

てくれます。 

心のあるロボットに命はあるのか 

「ＥＧＲ３」 

ヘレン・フォックス∥著 あすなろ書房 2006年 933/フ 児童 

 ロボットと人間が一緒に暮らす事が当たり前となった

近未来。人間の感情を理解できるロボット、BDC4が開

発され皆の憧れになっていた。同時期ベル家にやってきた

ロボット、EGR3（イーガー）は人の感情を学んでいる最

中の、小さな子供のようなロボットだった。最初 BDC4

を羨ましがっていたベル家の子供達だが、BDC4達がロ

ボットとして異常な行動をしている事に気付き、イーガー

と共に BDC4を調査していく。 

「ＳＦ＝すこしふしぎ」藤子・Ｆ・不二雄先生が言ってました。 

「ドラえもんのことば」 
横山泰行∥著 幻冬舎 2012年 726.1/ヨ 一般  

 みなさんも一度は見たことのある世界でも大人気のアニ

メ「ドラえもん」。のび太くんによる莫大な借金を防ぐため

に未来から送られたドラえもんは、のび太くんがダメ人間に

ならないようたくさんの言葉で怒り、励ましてきました。そ

んなドラえもんのありがた～い言葉を集めた一冊。あなたの

心にも響くひと言がきっとあるはず。担当は「三日ぼうずは

いちばんわるい。」という言葉にグサッとやられました。 



ロボットが嘘をつく！？ 

「われはロボット」 

アイザック アシモフ∥著 早川書房 1983年 933.7/アシ 一般 

たくさんのプログラムの何処かが間違って人の心を読む

ロボット、ハーピィが出来てしまった。ところがこの、ハ

ーピィは恋愛小説や冒険小説ばかり読んでいる。人の心が

読めるほど高い計算能力を持つはずなのに、数字に全く興

味を示さない。そのうち、ハーピィに関わるロボット学者

たちの様子がおかしくなってきて…。 

短編集なのでさらっと読むことが出来ます。 

ショートショートの神さまといえば、やっぱりこの人！ 

「きまぐれロボット」 

星新一∥著 角川書店 1986年 913.6/ホシ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 お金持ちのエヌ氏が手にいれた、なんでもできる最も優

秀なロボット。料理はうまいし、面白い話も得意な申し分

のない召使いかと思えば、突然暴れたり壊れたりするきま

ぐれなロボット。文句を言いにいったエヌ氏に、博士が説

明したきまぐれロボットの理由とは…？ 

 へんな発明、変な宇宙人が出てくるちょっとおかしな話

ばかり。ちなみに担当は「博士とロボット」とラストがブ

ラックな「おみやげ」がお気に入りです。 

 

☆「S（すこし）F（ふしぎ）」なＣＤ＆ＤＶＤ 

ＣＤ『COSMONAUT』BUMP OF CHICKEN  2010年 CＤ211/バ 中央 

「三ツ星カルテット」「宇宙飛行士への手紙」など、宇宙や星を連想する曲が収録された

アルバム。歌詞カードの星空がとても美しいのです☆ 

 

ＤＶＤ『ウォーリー』 2008 年 DVD Ｃ42/ウ 赤羽根 

 ゴミだらけの地球で 1 人掃除を続けるロボット、ウォーリー。ある日地球に美しいロボ

ット、イヴが現れ、ウォーリーは彼女に恋をする。イヴには重要な使命があるようで…？ 

 ★★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♪ 

 

○『時間をまきもどせ！』 

ナンシー・エチメンディ∥著 徳間書店 2008年 933/エ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『１０センチの空』 

浅暮三文∥著 徳間書店 2010年 913.6/アサ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『ＳＰＥＣ １』 

西萩弓枝∥脚本 早川書房 2010年 913.6/ニシ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『冬の巨人』 

古橋英之∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014年 913.6/フル ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『精霊の木』 

上橋菜穂子∥著 偕成社 2004年 913/ウ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『モナミは時間を終わらせる？』 

はやみねかおる∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014年 913/ハ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『１３歳からの思考実験ノート』 

小野田博一∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ 2013年 407/オ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『塩の街』 

有川浩∥著 メディアワークス 2007年 913.6/アリ 一般 

 

○『驚異！視覚トリックの世界！』 

鈴木光太郎∥監修 扶桑社 2009年 145.5/キ 一般 

 

○『空想科学読本 １６』 

柳田理科雄∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015年 778.04/ヤ 一般 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予告：次号の特集は「乗り物」です。お楽しみに♪ 



☆新着図書・この本読んで！☆ 
ふわふわしゅわしゅわ泡のひみつ 

「泡のざわめき」 

田中幸、結城千代子∥著 太郎次郎社エディタス 431/タ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 ふわふわする泡、シュワシュワする泡。ケーキやパンをふ

っくらさせたり、お皿や手の汚れをキレイに落としたり、炭

酸飲料に入っていたり。泡ってこんなに身近にあるのに、意

外とよくわからないことに気が付きました。そもそも泡って

何だろう?気体？固体？それとも液体！？ 

 巻末付録までおもしろい一冊です！ 

ＬＧＢＴって知ってる？ 

「ふたりのママから、きみたちへ」 

東小雪、増原裕子∥著 イースト・プレス 367/ヒ ﾃｨｰﾝｽﾞ  

 大好きな人と出会って、結婚して子どもが産まれる…とて

も幸せな事です。でも、もしも出会った大好きな人が自分と

同性だったら？それは不幸な事になるのでしょうか？ 

 レズビアンの夫婦である著者２名が未来の子どもにあてた

手紙として、セクシャルマイノリティ（LGBT）の人を取り

巻く環境や読者から寄せられた疑問に答えています。 

LGBTの事を知るためにも読んでみて欲しい一冊です。 

赤の他人だって、みんなどこかでつながってる 

「赤の他人だったら、どんなによかったか。」 

吉野万理子∥著 講談社 913/ヨ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 もしも、あなたの学校に無差別殺人犯の子どもが転校し

てきたらどうしますか。そして、その子が自分の遠い親戚

だったら…。 

 中学２年生の風雅のクラスメイトに転校してきた聡子

は、殺人犯の娘としていじめを受けていた。自分が親戚だ

ということを知られたくない、だけど聡子のために風雅が

とった行動とは？ 
 


