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発行：田原市図書館  

（ＴＥＬ０５３１－２３－４９４６） 

◆ とぴっく ◆ 

Read me ! 「特集■ライドオン！」 

新着図書 

図書館からのお知らせ 

季刊ブックレビュー 

 

ライドオン！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ティーンズコーナーのキャラクターがついに決定しました！ 

名前は「なのビィ」です♪これからティーンズのイベントやチラシなど様々

な所に登場しますのでぜひ名前を覚えてくださいね☆ 

 

＜田原市図書館公式 Facebook＆Twitter＞ 
 田原市図書館に公式ＳＮＳがあるって知ってました？田原市図書館に関

する様々な情報をお届けしています！図書館に関する情報だけでなく、田

原市に関するニュースや職員の日常、時にはちょっと笑えるネタまでゆる

ーく更新しています。お気軽にフォローしてくださいね～♪ 

 

 

 

ティーンズコーナー 
キャラクター決定！！ 

な
の
ビ
ィ 

命
名 

Facebook 
https://www.facebook.com/tahara.lib 

 
Twitter 
@tahara_lib(田原市図書館) 



… 特集 ライドオン！… 
  

2016 年最初のみどりの翼特集は「ライドオン！」です。 

Ride on（意味）乗る、乗っていく 

ということで、乗り物が出てくる本を紹介します。 

 

今冬は暖冬ということで、 

冬だけどどこかに出かけてみませんか。 

さあ、あなたは何にライドオンしますか？ 

 

美しい絵に見とれながら名作を楽しもう 

「銀河鉄道の夜」 

宮沢賢治∥作 三起商行 2013年 913/ミ 児童 

 銀河のお祭りの夜、クラスメイトにからかわれ、1 人

で星空を眺めていたジョバンニはふと気付くと友人のカ

ムパネルラと銀河鉄道に乗車していた。銀河の旅を楽し

みながら様々な人と出会い、別れる中でジョバンニとカ

ムパネルラは生きる意味を見付けていく。 

 様々な解釈がある名作です。読み終わった後あなたは

どんな感想を持つでしょうか？ 

女子なのに筋肉質、でもそれがボートを漕ぐ力になる 

「レガッタ！1 水をつかむ」 

濱野京子∥著 講談社 2012年 913/ハ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

スポーツに熱中するくらいなら、勉強をしろ！体育系を低

くみる父と姉に反発した飯塚有里は、必死の勉強の末合格し

た美園女子学園通称ソノ女のボート部に入部する。チームワ

ークなんて関係ない、1人でも誰よりも早くボートを漕げれ

ばいい。そんな有里はチームになじめず、うまくボートを漕

げないでいた。もっと力を抜いてごらん、先輩からもらった

アドバイスをきっかけに有里は変わっていく。全 3 冊です。 



ぼくらこそは救援隊だ！ 

「人間の土地」 

サン＝テグジュペリ∥著 新潮社 2012年 953.7/サン ﾃｨｰﾝｽﾞ 

『星の王子さま』で知られるサン＝テグジュペリ。彼は

航空隊、遊覧飛行、定期郵便飛行、航空偵察隊などさまざ

まな形で空を飛び、パイロットとして生きた人でした。し

かし1935年彼はサハラ砂漠に墜落、遭難してしまいます。

食糧も連絡の手立てもない絶望的な状況の中、彼の心を支

えたものはなんだったのか。 

 まだ飛行機が、命がけで空を飛んでいた時代に生きた、

彼の体験がつまった 1 冊です。 

ペットのヤギにも動物生態学！？ 

「なぜヤギは、車好きなのか？」 

小林朋道∥著 朝日新聞出版 2012年 489.85/コ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 ヤギ部顧問の小林先生はヤギたちが車をじっと見ている

ことに気が付きます。よく見ると、「まあ、いい車ね。あっ

ちのボロいのとは大違い」なんて言っているのかと思うほ

ど、ひとつひとつ念入りにチェックするではありませんか。

そこで動物学者の血が騒ぎだした小林先生はヤギの行動を

調べだし…。大学教授ってこんなことも調べているの！？

と驚くこと間違いなし！ 

ブランコ、飛行機、船…不思議は乗り物とともにやってくる 

「空中ブランコのりのキキ」 

別役実∥著 復刊ドットコム 2014年 913.8/ベツ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 三回転宙返りができるブランコのりのキキはサーカスで

一番の人気者。世界一といわれるキキの技を見るためにサ

ーカスにたくさんのお客さんが来てくれる。だけど他のサ

ーカスで三回転宙返り成功したと聞いたキキは不安になっ

て、成功したことがない四回転に挑戦するが…。教科書に

も載った「空中ブランコのりのキキ」をはじめ、不思議な

そしてちょっと悲しいファンタジー小説集。 



貴様にひとつ、重要な任務を任せたい 

「とある飛空士への追憶」 

犬村小六∥著 小学館 2008年 913.6/イヌ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

舞台は神聖レヴァーム皇国と帝政天ツ国が中央海を挟み

長年戦争を続ける世界。両国の混血であるシャルルは飛空士

として神聖レヴァーム皇国に属していたが、ある日上官に極

秘任務を任される。それは、皇子の許嫁である公爵令嬢ファ

ナを乗せ、敵軍の領域を飛び無事にファナを皇子のもとへ送

り届ける事だった。幼い頃に一度だけ会った事のあるシャル

ルとファナの２人は、互いに惹かれあっていくが…。 

2015年でシリーズ 15 周年を迎えました 

「キノの旅」 

時雨沢恵一∥著 メディアワークス 2000年 913.6/シグ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

1 台のモトラド（2 輪車のこと）エルメスに乗ってあち

こちを旅する少女キノ。旅のルールは「1 つの国には必ず

3 日間滞在する」ということだけ。ある日キノが立ち寄っ

た国はとてもキレイだけど、街に人が誰もいない国。たっ

た1人出会った男性によるとこの国は思いを直接伝えるこ

とができる「人の痛みが分かる国」だと言われる。理想的

に見えた国が辿った結末とは？ 

アジア初の宇宙探検家協会会長 

「オンリーワン ずっと宇宙に行きたかった」 

野口聡一∥著 新潮社 2010年 289.1/ノ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 野口聡一さんは宇宙でロケットや宇宙ステーションのメ

ンテナンスを行う技術者です。彼は宇宙飛行士の試験を「ダ

メもとで受けてみたら」という奥様のススメで受けました。

なんだかんだと試験は進み、なんと最終試験へ。さらには

宇宙飛行士に選抜されます。流されて宇宙へ行った現宇宙

探検家協会会長の話。なんとなく宇宙に憧れる人にもオス

スメです。 



ドラゴンと一緒にこんな冒険してみたい！ 

「エラゴン 1」 

クリストファー パオリーニ∥著 ヴィレッジブックス 2006年 933/パ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

帝国アラゲイジアの片田舎に住むエラゴン。彼は育ての

親である叔父と従兄弟とともに細々と暮らしていた。ある

日エラゴンが狩りに行くと、青紫に輝く不思議な石を発見

する。それは失われたはずのドラゴンの卵だった。やがて、

エラゴンと卵からかえったドラゴンに邪悪な野望を抱く皇

帝ガルバトリックスの魔の手が迫ってきて…。 

ドラゴンライダー伝説第１巻！ 

「船ごはん」食べてみたいっ！ 

「深海でサンドイッチ」 

平井明日菜、上垣喜寛∥著 こぶし書房 2015年 556.7/ヒ 一般 

 深海探査船「しんかい 6500」の船内はとても小スペー

ス。調査員が3人乗れば船内は一杯で中にはトイレも無い。

そんな過酷な環境の中、調査員の楽しみの一つがとてもお

いしいお弁当。そのおいしさの秘密は深海調査船支援母船

「よこすか」の厨房にあります。海で働く人を支え、癒す

「船ごはん」はどのように作られているのか？日本の海で

働く人達について食事を中心に紹介した１冊。 

 

☆「ライドオン！」なＣＤ＆ＤＶＤ 

ＣＤ『CATCHY BEST』EXILE 2008 年 CD211/エ 中央 

「チュー・チュー・トレイン」や「銀河鉄道 999」など、軽快で気分が上がる乗り物ソ

ングが入っています♪ 

 

ＤＶＤ『バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2』 1989 年 DVD C42/バ 中央 

USJ でも人気のアトラクション、バック・トゥ・ザ・フューチャー。PART2 ではタイ

ムマシン・デロリアンに乗ったマーティとドクが 2015年 10 月 21 日へ来ています！ 

 

★★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♪ 

 

○『ひとりぼっちの世界一周海記』 

堀江謙一∥著 理論社 2005年 290/ホ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『ジム・ボタンの機関車大旅行』 

ミヒャエル・エンデ∥作 岩波書店 2011年 943/エ 児童 

 

○『艦隊これくしょん－艦これ－ 一航戦、出ます！』 

鷹見一幸∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 年 913.6/タカ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『走れＵＭＩ』 

篠原勝之∥著 講談社 2013年 913.6/シノ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『キシャツー』 

小路幸也∥著 河出書房新社 2014年 913.6/シヨ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『セカンドウィンド １』 

川西蘭∥著 小学館 2010 年 913.6/カワ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『トリガール！』 

中村航∥著 角川マガジンズ 2012年 913.6/ナカ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『ぼくは「つばめ」のデザイナー 九州新幹線８００系誕生物語』 

水戸岡鋭治∥著 講談社 2004年 546/ミ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予告：次号の特集は「涙」です。お楽しみに♪ 

 



☆新着図書・この本読んで！☆ 
神様たちの名セリフ、つよすぎる… 

「古代ギリシャのリアル」 

藤村シシン∥著 実業之日本社 231/フ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 青い空、青い海、そして白亜のパルテノン神殿…ギリシ

ャといえばそんなイメージが強いですよね。でもそれが、

実は全部まちがいだったなんて？！本当は極彩色で彩られ

た古代ギリシャの神殿は「白いほうが大衆に受ける」「イメ

ージに合わない」なんて理由で真っ白に漂白されてしまっ

たそうです(-_-;)他にも本当は怖いギリシャ神話の神さま

たちの武勇伝の数々も必見です。 

世界最古のキモかわいい！ 

「古生物の飼い方」 

土屋健∥著 実業之日本社 457/ツ ﾃｨｰﾝｽﾞ  

 太古の生物といったら何を思い浮かべますか？マンモ

ス？ティラノサウルス？この本に搭乗する生き物はそん

なに恰好よくはありません。恐竜が繁栄する遥か昔に繁茂

したいっそグロテスクにも見える生物たち。アンモナイト

や三葉虫のような古生物です。 

そんな古生物をもしもペットにできたなら。そんなあり

えない設定で、太古の生物の魅力と神秘をひもときます。 

この冬は編み物に挑戦してみては？ 

「たくさん編めるかぎ針編みＢＯＯＫ」 

成美堂出版編集部／編 成美堂出版 594.3/タ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 冬になると帽子やマフラーなどニットアイテムを身に

付けたくなりますね。でも市販の物だと気に入る柄や色が

なかなか見付からない！そんな時は自分で理想のアイテ

ムを作っちゃいましょう♪編み物って難しそうに見えま

すが、基礎を覚えていけば大丈夫☆この本では色んなアイ

テムの作り方を写真や図を交えて解説しています。自作ア

イテムは愛着がわきますよ～！ 
 


