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◆ とぴっく ◆ 

Read me ! 「特集■涙」 

新着図書 

簡単☆心理テスト 

季刊ブックレビュー 
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紙と鉛筆を用意して挑戦してみよう！ 

 

Ｑ．紙に木を書いてください 

 

→結果：バウムテストへ 

 

Ｑ．「私は」という書き出しを２０個書いてください。 

「私は」に続けて自分の一行紹介文を１０分間で２０個書い

てください。 

 

→結果：20答法へ 

 

『「なるほど！」とわかるマンガはじめての心理学』 

西東社 2014年 140.4/ﾅ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

あなたのいまの心理状態が 

わかります。 

例：木の大きさ 

〇大きい 

→もしかして自信家？ 

〇普通（枠の１／３～４／５） 

 →自我のバランスばっちり！ 

〇小さい  

→もしかして疲れている？ 

結果 バウムテスト 20答法 

テストの結果をもっと詳しく知りたい人はこの本で 

成熟度がわかります。内面に関す

ることが出てきたのは何番目？ 

○１～２番目 

→自分に興味津々！大人という

よりこだわりが強い？ 

○６～８番目以降 

→心理的なバランスばっちり 

○なかなか内面の情報が出ない 

 →未だ熟さず。 



… 特集 涙 … 
  

最近泣く事はありましたか？ 

泣くのはネガティブなイメージですが、 

思い切り泣くと気持ちがスッキリしたりしますよね。 

そんな風に心をリセットするために 

泣く事を『涙活（るいかつ）』なんて 

言ったりするそうです。 

 

特集本で思い切り泣いて、気持ちをリフレッシュさせましょう！ 

死んじゃうと全部終わりなの？ 

「かないくん」 

谷川俊太郎∥作 松本大洋∥絵 東京糸井重里事務所 2014年 Ｅ/マ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 ぼくのとなりのせきのかないくんはもう一週間も学校を

休んでいる。先生がかないくんは病気で入院したって言っ

てたけど、ある日突然いなくなってしまった。 

 みんな生きているときは友だちだけど、死んだらかない

くんはひとりぼっち。死んでしまったら全部終わってしま

う。でもそれって本当なのかな？ 簡単なことばだからこ

そ、胸に響いてきます。 

愛してるから一緒にいられない 

「吸涙鬼」 

市川拓司∥著 講談社 2010年 913.6/イチ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

傷が治るのが異常に早く、人を拒絶する雰囲気があるけ

ど、魅力的で美しい。わたしが初めて恋をした相手はそんな

不思議な転校生だった。20 歳まで生きられないわたしは彼

を見るだけの恋をしていた。ある日入院した病院に彼が現

れ、「病気を治させてほしい」と言う。不思議に思いながら

もわたしは彼と共に生きる事を願って病院を抜け出す。しか

し、彼にはとても大きな秘密があって…。 



寄りそった二匹がかわいすぎるっ！！ 

「ももとじん」 

むらかみかづを∥著 メタモル出版 2015年 645.6/ム ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 山寺に生まれた一匹の子犬「じん」。なぜか、吠える

こともせず、物音にも反応しない。医者によると、生

まれつき耳が聞こえないので、治療もできないと言わ

れる。吠えることができないと犬同士の会話ができな

い、そんなじんに犬社会のルールを教えたのは、一緒

に暮らしている甲斐犬の「もも」だった。お互いに支

え合う２匹の姿に心が温まります。 

彼女の死の真相は？ 

「プシュケの涙」 

柴村仁∥著 アスキー・メディアワークス 2010年 913.6/シバ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 夏休みのある日、榎戸川はクラスメイトの吉野が飛び降

り自殺する所を目撃する。トラウマを抱えた榎戸川に他ク

ラスの変わり者、由良がその真相を探ってみないかと声を

掛けてきた。由良への協力を拒否していた榎戸川だったが、

由良はしつこく榎戸川の周囲に現れ、事件の真相を探って

いく。由良はなぜ吉野の死にこだわるのか？ 

 切ない恋の物語。シリーズ 1作目です。 

大金持ちの女の子の失踪劇 

「失踪ｈｏｌｉｄａｙ」 

乙一∥著 角川書店 2001年 913.6/オ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

母の再婚を機にナオは大金持ちのお嬢様になった。つ

れ子なんて立場を気にせず女王様のようにふるまってい

たが、ある日母親が死んでしまう。広いお屋敷にナオを

残して。父は父で再婚相手を見つけるし、ママハハとの

折り合いは悪いし…。こうなったら家出だ！と飛び出し

た。誘拐予告状を残して。果たしてこのハチャメチャな

失踪劇は無事に終わるのか！？技科大卒の乙一さん。と

ころどころに豊橋の風景がでてきます！ 



いつかまた 3 人で会うために。 

「白蝶記」 

るーすぼーい∥著 集英社 2015年 913.6/ルス ﾃｨｰﾝｽﾞ 

とある教団の児童養護施設で育った旭と樹そして陽咲。 

『くそったれの教団』と呼びながら、いつか施設を出るこ

とを夢見ていた。だが、指導教官から理不尽な暴力を受け

続け、3人はバラバラになってしまう。そんな毎日の中で

旭はひとつの罪を犯すことを決意し、陽咲は自分を犠牲に

しようとする。――また 3人でいっしょにいるために。 

少年たちは教団に立ち向かっていくが…。 

「君に心を傷つけられるのは、おれの特権なんだから」 

「さよならを待つふたりのために」 

ジョン・グリーン∥作 岩波書店 2013年 933/グ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

16 歳の少女ヘイゼルは末期ガンだ。薬によって症状を

おさえ、酸素ボンベと母のサポートで 3年間も闘病生活を

続けている。ある日、ガンのサポートセンターで彼女が出

会ったのは片足と引きかえに骨肉腫を克服した少年オー

ガスタス。互いに惹かれあう 2人だが、自分の病気をよく

知るヘイゼルは彼から距離を置こうとしてしまい…。 

映画『きっと、星のせいじゃない』の原作です。 

勝負もできない三角関係 

「流れ星が消えないうちに」 

橋本紡∥著 新潮社 2006年 913.6/ハシ 一般２階 

 奈緒子の最愛の恋人加地君は外国の小さな島で知らない女

の子と一緒に死んでしまった。それから 1年半経ち、奈緒子

は加地君の親友巧君と付き合っている。お互いに好きで大切

に思っているのに、もう居ない加地君の事が 2人共忘れられ

ず付き合っている事を心苦しく思う事もある。そんな状況の

中、奈緒子の父が突然家出してきた事をきっかけに、2 人の

関係は変化を始める。 



いろんな人に支えられてタスキはつながっていく 

「タスキメシ」 

額賀澪∥著 小学館 2015年 913.6/ヌカ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 膝のケガをきっかけに陸上部を休みがちになっていた早

馬は、担任の稔に野菜の収穫に誘われる。野菜の届け先はた

った一人の調理研究部、井坂都。口は悪いけど料理上手な都

に、野菜嫌いな弟でも食べられる料理の作り方を教わりはじ

める早馬。一方で、長距離選手としての才能を伸ばし始めた

弟の春馬は陸上をやめてしまいそうな兄の気持ちに納得で

きないでいた。美味しそうなご飯も必見！ 

「世界がもし１００人の村だったら」日本バージョン 

「日本がもし 100人の村だったら」 

池上彰∥著 マガジンハウス 2009年 304/イ ティーンズ 

日本がもし 100人の村だったら。 

51人は女性で、49人は男性です。64人は大人で、

13人は子ども、23人はお年寄りです。そのうち 75歳

以上の人は 11人です。では、ふつうにくらせない人は何

人？生活保護を受けている人は何人？ 

日本の課題を「100村方式」による数字で語ると、分

かりやすくいろんな真実が見えてきます。「100人の子ど

ものうち 15人は」さて、なんだと思いますか？ 

 

☆「涙」なＣＤ＆ＤＶＤ 

ＣＤ『SUPER BETTER BETTER DOG』SUPER BETTER DOG 2008年 

CD211/ス 中央 

今話題のアーティストレキシや、ハナレグミがかつて在籍したスーパーバタードッグ。

「サヨナラ COLOR」を聞くとサヨナラって、悲しい言葉じゃないんだって思います。 

 

ＤＶＤ『しあわせの隠れ場所』 2009年 DVD C42/シ 中央 

 裕福な白人女性リー・アンはある雨の晩一人で歩く黒人少年マイケルに出会う。リー・

アンに支えられて、マイケルはアメフトの才能を開花させていく。実話を元にした感動作。 

★★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♪ 

 

○『戦火の子どもたちに学んだこと』 

西谷文和∥著 かもがわ出版 2012年 302.27/ニ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『ハッピーバースデー』 

青木和雄∥作 金の星社 1997年 913/ア ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『石を抱くエイリアン』 

濱野京子∥著 偕成社 2014年 913/ハ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『マカロン大好きな女の子がどうにかこうにか千年生き続けるお話。』 

からて∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014年 913.6/カラ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『Ｒ＆Ｒ（アール・アール）』 

静月遠火∥著 アスキー・メディアワークス 2012年 913.6/シズ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『神様のカルテ』 

夏川草介∥著 小学館 2009年 913.6/ナツ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『９９のなみだ』 

リンダブックス編集部∥編著 泰文堂 2008年 913.68/クジ 一般２階 

 

○『涙のタトゥー』 

ギャレット フレイマン＝ウェア∥著 ポプラ社 200７年 933/フ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『アルジャーノンに花束を』 

ダニエル・キイス∥著 早川書房 2015年 933.7/キイ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『ほんの小さな幸せをきっと君は奇跡だという』 

猫とろ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015年 726.1/ネ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

予告：次号の特集は「Fight!」です。お楽しみに♪ 

 

 
 

  

 

 

 



☆新着図書・この本読んで！☆ 
人って死んだらどうなるの？ｉｎ美術 

「天国と地獄 美術っておもしろい！３」 

小池寿子∥監修 彩流社 702/ビ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

死後の世界と言えば、天国と地獄！この本では１５、

６世紀に北ヨーロッパで描かれたキリスト教絵画「北

方ルネサンス」と呼ばれる宗教画を紹介しています。 

奇妙な悪魔や怪物がいっぱいの地獄の世界。よーく

みると、楽器が拷問器具だったり、鏡が悪魔のお尻だ

ったり。怖いけどどこかユーモラスな死後の世界。も

ちろん天国の絵も紹介されていますよ！ 

出てくる知り合いが有名人ばかりでビックリ 

「石井桃子」 

筑摩書房編集部∥著 筑摩書房 289/イ ﾃｨｰﾝｽﾞ  

 児童書の「くまのプーさん」絵本の「うさこちゃん」や

「ピーターラビット」、小さい時に読んだという人も多いの

では？今私達がこうした児童書の中でも名作と呼ばれる作

品を読めるのも石井桃子という 1人の女性のおかげなので

す。『子どもにこの世に美しいものがあるという事を伝えた

い』という考えから一生を子どものための文学に捧げた児

童文学者、石井桃子の伝記です。 

アナ雪、シンデレラ…他の作品もあるよ。 

「ディズニーの英語コレクション１２ リトル・マーメイド」 

石原真弓∥英文解説 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 837.7/デ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 映画を通して、英語力をアップさせよう！をテーマにし

て出ているディズニーの英語シリーズ第１２弾は、リト

ル・マーメイド。ディズニー作品の中で使われている英語

はクリアで聞き取りやすいうえに日常会話で使いやすい英

語も多く使われているので英語学習にぴったりです。CDも

付いているので、発音だってバッチリ★新学期は映画で英

語にチャレンジしてみよう！ 
 


