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発行：田原市図書館  

（ＴＥＬ０５３１－２３－４９４６） 

◆ とぴっく ◆ 

Read me ! 「特集■恋々」 

新着図書 

みどりの翼表紙イラスト募集 

季刊ブックレビュー 

 

恋々 



 

 

 

 イラストテーマは 「リケイ」 です。 

 応募期間は ６月８日（木）まで！  

 

応募用紙配布先 田原市図書館（中央・渥美・赤羽根） 

田原市内中学校・高校図書室 

応募先 中央図書館ティーンズコーナー 

    渥美図書館・赤羽根図書館カウンター 

 
※応募の際の注意※ 

・自分以外の作品のマネ等は選考の対象外とします。     

・応募作品は返却しません                   

・応募作品は田原市図書館が自由に使用できるものとします 

（著作権・使用権については図書館に帰属します） 

 

 

 

 

 



 … 特集 恋々 … 
 

今回の特集はみんな大好き「恋」！ 

  

切ないはなしからラブコメディ、 

はたまた「恋ってなに？」という本まで 

さまざまな恋の本をあつめました。 

 

恋愛小説はちょっと…という方もこの機会にぜひ読んでみて下さい！ 

 

 人って、恋って、いろいろだ。 

「カラフルなぼくら」 

スーザン・クークリン∥著 ポプラ社 2014年 367.9/ｸ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

ＬＧＢＴって聞いたことありますか？ひとそれぞれ性格

が違うように、性別も一人ひとり違います。この本ではい

ろいろ、カラフルな性別の６人のティーンエイジャー達が、

自分の性別と向き合い、自分らしい生き方を見つける道の

りを、インタビューで語ります。外国の学生ライフが覗け

るのも魅力です。 

奥手男子のための恋の“反バイブル” 

「リケコイ。」 

喜多喜久∥著 集英社 2016年 913.6/ｷﾀ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 冴えない大学院生の森が恋した。相手は卒業研究をする

ために別の大学からやってきた年下リケジョ・羽生。とこ

ろが彼女にはイケメンな彼氏がいる。それでもあきらめき

れない森はあの手この手でアプローチをはじめて…？恋

愛経験乏しい理系男子のとんでもなく不器用な恋の物語。

あまりのもだもだ感とやらかしっぷりに「森ィイイ！？」

と叫んでしまうはず。…こんな恋愛だけはしたくない。 



大統領を助けた→大統領の息子と恋しちゃう？！ 

「恋するアメリカンガール」 

メグ・キャボット∥著 河出書房新社 2004年 933.7/ｷｬ 一般 

 姉は高校一の人気者、妹は超天才、そんな二人にはさま

れたサマンサはいつでも黒い服を着て絵ばかり描いている

学校で一番の変わり者。絵画教室をサボった日に、なぜだ

かアメリカ合衆国大統領を暗殺の危機から救ってしまう。

世界中から、英雄だと思われマスコミの注目を浴びるよう

になってしまったサマンサ。さらに、大統領の息子（もち

ろんイケメン）と付き合っていると噂されてしまい…。 

ひさしぶりにきゅんきゅんしました 

「百瀬、こっちを向いて。」 

中田永一∥著 祥伝社 2008年 913.6/ﾅｶ 一般 

短編集。表題作の「百瀬、こっちを向いて。」は、人間レ

ベル２のノボルが百瀬と疑似恋愛するうちに、本当の恋心

が芽生えるが、人間レベル２にはどうにもできない。面白

おかしい悲恋物語。 

他に、「なみうちぎわ」「キャベツ畑に彼の声」「小梅が通

る」を収録。 

 

恋ってなんだろう 

「恋ってなに？ こころのえ？ほん」 

大野正人作∥作 熊本奈津子∥絵 汐文社 2015年 159/ｵ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 恋っていったいなんだろうと思ったことはありませ

んか？友だちが恋人を作って楽しそうにしていたり、誰

かをすきになったり。恋は誰にでもおとずれるもの。そ

していつか愛に変わるもの。そんな恋について知るため

の絵本です。「心の壁」に向き合い、心を強くするため

のヒントがたくさんつまった絵本シリーズ『こころの

「え？」ほん』。挿絵もやわらかくてかわいいのです。 



世界一有名なラブストーリー！ 

「ロミオとジュリエット」 

斉藤洋∥文 あすなろ書房 2014年 932/ｻ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

昔々、北イタリアの花の町ヴェローナ。意中の女性の心

を得られず悩むモンタギュー家のロミオはある夜、友人た

ちの誘いで敵対するキャピュレット家の仮面舞踏潜り込

む。そこで出会ったのは… 

主役のロミオとジュリエットのほか、ロミオの友人達や

ジュリエットのばあや、神父さまなどいろいろな登場人物

たちが意外と活躍。悲劇だけど楽しく読めます。 

映画化プロジェクト始動中！  

「透き通った風が吹いて」 

あさのあつこ∥著 文藝春秋 2015年 913.6/ｱｻ ﾃｨｰﾝｽﾞ  

 部活を引退し、だれもが将来を見据え進路に悩む高校三

年生の夏。真中渓哉は野球部を引退した喪失感から立ち直

れずにいた。もやもやとした思いを抱えたまま日々だけが

過ぎていく焦燥感。親友の実紀はきちんと将来を見据えて

いるのに。そんな中、道に迷っていた美しい女性を案内す

ることになって…。将来への葛藤と淡い恋心を描く傑作青

春小説。短い話なのでさらっと読めます。 

11 月 19日 6時 42分、再会。 

「いなくなれ、群青」 

河野裕∥著 新潮社 2014年 913.6/ｺｳ ティーンズ 

魔女が住むと噂されている小さな島、階段島。 

そこにはある共通点を持つ住人が暮らしている。それは

この島は「捨てられた人びとの島」であり、自分がなくし

たものをみつけない限り階段島から出ることはできないと

いうルールである。そんな謎めいた島に暮らす七草は、こ

の奇妙な現実を淡々と受け止め静かに暮らしていた。だが

ひとりの少女との再会が、彼の日常を大きく変えていく。 



根っからの文系人間の担当でも何となくわかった。 

「数学と文系ちゃん ～役に立つ数学のススメ～」 

タテノカズヒロ∥著 少年画報社 2016年 410.4/ﾀ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 好きな人と付き合いたい！でも告白って…と逃げてい

るそこのあなた！自分から告白する人と、告白されるのを

待っている人では自分から告白する人の方がトクするっ

て知っていますか？実は数学的に根拠のある説なんです。

詳しくは、ぜひこの本を読んでみてください。ほぼマンガ

なんで字を読むのがイヤって人にもオススメです。        

究極の愛がそこにはある 

「恋する昆虫図鑑」 

篠原かをり∥著 文藝春秋 2015年 486.04/ｼ 一般 

 この本の前書きにもあるよう
に、生物は生殖のために生きてい
るとも言えます。そういう意味で
は、多種多様な昆虫の、多種多様
な恋愛事情からは学ぶことも多
いはず？ 

 

☆「恋恋」なＣＤ＆ＤＶＤ 

ＣＤ『スピーク・ナウ／テイラー・スウィフト』 2010 年 CD 202/ｽ/ 中央 

テイラー・スウィフトの３rd アルバム。ポップで可愛いラブソングから、しっとり沁み

る失恋ソング、ハイテンポなロック調がカッコいい復讐ソングまで楽しめる１枚です。 

 

ＤＶＤ『マンマ・ミーア！』 2010 年 DVD C42/ﾏ/ 中央 

 結婚式で父親とヴァージンロードを歩きたい！でも、父親候補は３人いて・・・ 

  

★★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♪ 

 

○『「好き」と「嫌い」を心理学してみました』 

土肥伊都子∥著 こう書房 2004 年 361.4/ﾄﾞ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『保健室の恋バナ＋α』 

金子由美子∥著 岩波書店 2016 年 367/ｶ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『もっと知りたい！話したい！セクシュアルマイノリティ １』 

日高庸晴∥著 汐文社 2015 年 367/ﾋ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『恋するメイク』 

濱田マサル∥著 講談社 2009 年 595.5/ﾊ 一般 

 

○『恋する能楽』 

小島英明∥著 東京堂出版 2015 年 773/ｺ 一般 

 

○『泣ける純愛小説ダイジェスト』 

有光隆司∥編 若草書房 2005 年 902.3/ﾅｹ 一般 

 

○『中学生のためのショート・ストーリーズ ３』 

肥田美代子∥選 学習研究社 2007 年 908/ﾁ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『小さな恋の万葉集』 

上野誠∥著 小学館 2005 年 911.12/ｳｴ 一般 

 

○『片想い白書』 

唯川恵∥著 光文社 2014 年 913/ﾕ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『トワイライト １』 

ステファニー・メイヤー∥著 ソニー・マガジンズ 2005 年 933.7/ﾒｲ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予告：次号の特集は「リケイ」です。お楽しみに♪ 



☆新着図書・この本読んで！☆ 
花粉症になやまされる姫君って…つらい 

「花冠の王国の花嫌い姫」 

長月遥∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6/ﾅｶﾞ ﾃｨｰﾝｽﾞ  

一年中花に囲まれる花冠の王国エスカ・トロネアの王女

フローレンス。花に近づくと、くしゃみ鼻水が止まらない

花アレルギーに悩まされる彼女にやってきたのは植物も

育たない北方の辺境国の王子イスカとの縁談。喜ぶフロー

レンスの一方、大国の姫君との縁談に疑問を持つイスカ。

お互いに秘密を抱えたまま結婚話はこのまま進んでいく

のか？ 

意外と身近に、だれの心の奥底にも、ほんとうに 

「恋愛トラブル・ストーカー」 

ＮＨＫ「オトナヘノベル」制作班∥編 金の星社 913/ｴ ﾃｨｰﾝｽﾞ  

 １０代特有のこころのすれ違いやトラブルを扱った短篇

３作品。作品の終わりに、その話に込められたテーマが解

説されていて、ティーンエイジャーがどうしてそういった

感情になりやすいのかが説明されています。 

 特にストーカーは、誰にでも起こり得る、被害者にも加

害者にもなり得る世の中です。用心のためにも一読の価値

があります。 

“わたしたちは、みんな、とおい昔の星のかけらでできている” 

「宇宙のかけら」 

竹内薫∥著 片岡まみこ∥絵 青土社 440/ﾀ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 宇宙の誕生から、成長し、星や銀河ができ、やがて 

迎える終焉までを、宇宙が大好きなねこカロアと一緒に 

学びます。 

 科学の話ですが、神秘的でどこかロマンチックな 

味わいのある文に、色鮮やかで可愛らしいイラストが合い、 

癒されながら読むことができます。 

 最後はちょっと、うるっとくるかも・・・ 


