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～ ミミヨリなお知らせ ～ 


図書館講演会

「１００人の村から見えるもの」

日時： ２００８年２月９日（土）

     午後２時開演

講師： 池田 香代子 さん

場所： 田原文化会館 文化ホール

 

＊ 入場は無料！ただし、整理券が必要です。 

（図書館カウンターにて配布中！！） 

 

 

 

今年も図書館講演会が開催されます。 

今回の講師は、『世界がもし１００人の村

だったら』がベストセラーとなった、池

田香代子さんです。 

 広い世界の出来事も、たった 100 人

の村に置き換えてみたら、日本や世界の

いろんな国の様子が違って見えるかもし

れません。そんなヒントがいっぱい詰ま

った講演会。ぜひ、ティーンズのみなさ

んも来て下さいネ！ 

 

2 月上旬までは、中央図書館正面入り

口の近くに、池田さんの著作や関連本が

展示してありますので、そちらもチェッ

クしてみてくださいネ！ 

 

特集＋α（ぷらすあるふぁ） 

特集「ＶＩＲＴＵＡＬｏｒＲＥＡＬ」 

仮想現実の世界と現実の世界・・。

２つの世界が存在する現代。本の世界

は、そのどちらの世界も体験できる道

具のような気がしませんか？ 

 それでは今回も、図書館にあるビデ

オやＤＶＤなどをあわせて紹介しま

す！ 

 

☆ヴァーチャルなＤＶＤ 

『シックスセンス』 Ｃ42/シ 

『マトリックス』  Ｃ42/マ 

『アニマトリックス』Ｃ42/ア 

人気のＤＶＤなので、棚にあってもすぐに借

りられています。興味のある方は、予約をし

てくださいネ！ 
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◆ とぴっく ◆ 

新刊・この本読んで！ 

Read me !  

「特集★VIRTUAL or REAL」 

気になる、この本！ 

ミミヨリなお知らせ・・・。 

特集＋α（ぷらすあるふぁ） 

 



☆新刊・この本読んで！☆ 

１０月から１２月にかけて入った新刊からおすすめの本を選びました。 

あなたのお気に入りはみつかるかな？ 

「たとえば、世界が無数にあるとして」 生田紗代∥著 扶桑社 913.6/イク ﾃｨｰﾝｽﾞ 

中学、大学は「人並み」に友達がいてそれなりに楽しくすごした。けれ

ど高校の３年間は・・。たまたまタイミングが合わなかっただけで、３年

間友人ゼロ。部活も「進路研究クラブ」に所属の事実上の帰宅部。 

思い通りにならない環境と自分自身に苛立った三年間なのになぜか心に残

っている。変化しない自分がもどかしくて、どこか冷静に見つめすぎてい

た高校時代の感覚がそのまま伝わってきます。 

「生きづらさ」をかかえた帰宅部男女 4 人の成長物語。現在と未来、過

去と今を交錯させながら、描く青春ストーリー。 

「リボン」草野たき∥著 ポプラ社 913/ク ﾃｨｰﾝｽﾞ 

亜樹の所属する卓球部では、毎年卒業式に先輩から制服のリボンをも

らうという伝統がある。後輩に人気があるのは卓球の上手い先輩よりも

断然彼氏もちの先輩のリボン。じゃんけんに負けた亜樹は人気のない

（彼氏がいない、試合に勝てない）池橋先輩のリボンをもらいに行くが

「私を尊敬しているなんてありえない」と断られてしまう。 

あまり自己主張をせず、あいまいに人と接してきた亜樹だったが、こ

の一件を通して自分の将来について考えるようになっていく。卒業まで

あと１２ヶ月、亜樹はどう変わっていくのか。 

「幸子の庭」本多明∥作 小峰書店 913/ホ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

パチンパチンという音に幸子は眼を覚ました。訪ねてくる曾祖母のため

に「おばけ屋敷」となっている庭を手入れしてもらうため庭師がやってき

たのだ。 

親友の転校がきっかけで友達とうまくいかず学校を休みがちになって

いた幸子だったが、庭師田坂のプロの仕事ぶりと庭が見違えるように変わ

っていく様を目の当たりにし、幸子自身にも変化が生まれる。そして田坂

に庭や仕事のことを話してもらううち、自分に欠けていたものに気付く。 

幸子と庭が生き生きと生気を取り戻していく、再生と成長の物語。 

図書館がオススメするすてきな本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ヴァーチャルウォー』グロリア・スカジンスキ∥作 唐沢則幸∥訳  

偕成社 2004 年 933/ス ﾃｨｰﾝｽﾞ 

高度に科学が発達した未来。戦争で地球は汚染され、生き残った

人々はドームで暮らしている。遺伝子操作でエリートとして生まれた

コーガンは生まれたときから管理され、風景はもちろん手触りも再現

できるヴァーチャル（仮想現実）の部屋で、生身の人間に会うことも

なく戦争に勝つための英才教育を受けてきた。 

やがて、同じく英才教育を受けてきたシャーラ、ブリッグとともに

チームを組み実戦訓練を始めるが、そこに現れたヴァーチャルウォー

は、過去の戦争を再現した、生々しいものだった・・・！ 

『チェーン･メール』石崎洋司∥著 講談社 2003 年 913/イ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

現実の世界はくだらない。みんな同じなんてバカバカしい。そん

な風に思って毎日をすごす中学生の女の子「さわ子」が、ケータイ

を使い、メールストーリーを作りませんか？と顔も名前も知らない

人にメールを送り、物語が始まる。参加者は 4 人。ストーカー被害

の架空の話を、登場人物になりきって話を作っていくうちに、現実

の世界でも誰かに見られているような錯覚に・・・。世界は自分で

作れると思っている少女たちに、現実世界の事件がふりかかってく

る。虚構の中（ヴァーチャルな世界）で生きることは、可能なのか？

そして現実（リアル）な世界に悩みをかかえる少女達の姿も痛々し

い。今の世の中を象徴するリアルな小説をどーぞ！ 

 

 今回のテーマは「VIRTUAL or REAL」です。 

ヴァーチャルリアリティなんて言葉もある今、 

ゲームやインターネットなどを通して仮想と現実の世界 

は実は近いものかもしれませんね。 

 モニターばかりでなく、本を通してヴァーチャル 

体験してみませんか？ 

 



 

『オーラが見える転校生』ジェニファー･リン･バーンズ∥著 鹿田昌美||訳  

ヴィレジブックス 2007年 933.7/ﾊﾞﾝ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

カリフォルニアから引っ越してきた転校生、リジーは不思議な能力

の持ち主だった！人の周りにオーラがみえてしまうばっかりに、転校

そうそう学校の中のオーラの色にグルグル目がまわり・・。数学の先

生からは吐き気がしそうな恐ろしいオーラ「ガルン」を強烈に感じる。

イケてるグループ「ゴールデン」のメンバーのオーラは、恋の駆け引

きで絡みあう糸のよう。先祖代々、リジーの家の女性に備わるこの不

思議な能力を、リジーはうまく扱うことができるのでしょうか？ 

 アメリカ、オクラホマを舞台に、ポップでキュートなティーンズ小

説はいかがですか？ 

『ニコルの塔』 

小森香折∥著 ＢＬ出版 2003 年 913/コ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 修道院の寄宿舎で暮らし、刺繍を学んでいるニコルたちは、修道院の

塔で地球のマントと呼ばれる特別な布に刺繍をすることになる。ニコル

ははじめに刺繍をした針の図柄をさし終えたとき、裁縫箱の針が一本増

えているように感じ不思議に思う。疑いを持つことを禁じられていた

が、ニコルの疑問は日に日にふくらむ。やがて、猫のサルヴァドールに

導かれ、生徒たちが催眠術にかけられていること、自分が別の世界から

来たことを知らされる。はたして、修道院の秘密とは? 二コルは元の

世界に帰ることができるのか。霧に囲まれた閉ざされた世界の冒険。 

『ＮＯ ＣＡＬＬ ＮＯ ＬＩＦＥ 』 

壁井ユカコ∥著 メディアワークス 2006 年 913.6/カベ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 ふにゃふにゃとした今どきの女子高生有海は将来を考えられずに

いた。ある日携帯電話に残されていた幼い男の子からの他愛ないメッ

セージは、なぜか今は使われていない番号からで１０年前の日付だっ

た。メッセージの謎を解くため従兄と出かけた町で、有海は春川と出

会う。どこかズレていてつかみどころのない春川に自分と同じものを

見出した有海は、春川に興味をもち、しだいに惹かれていく。 

過去と現在をつなぐ携帯電話が、二人を引き合わせ、封印された過

去を呼び起こす。刹那的で欠陥だらけの恋物語。 

 

 

『脳をめぐる冒険』 

竹内薫、藤井かおり∥著 モリナガ・ヨウ∥絵 飛鳥新社 2006 年 491.37/タ 一般 

 いきなり見知らぬ少年アキラといっしょに自分の「脳」の世界

を冒険することになってしまったフツーの青年カオル。理性的な左

脳にはまじめなホテルマン、右脳には方向音痴な変わったメイドさ

ん、視覚には写真屋、言語をあやつるおしゃべりな DJ など・・・

それぞれの働きに合った奇妙な住人に二人は出会う。 

 人のこころってどこにあるんだろう？そして思い出は人の脳の

中でどうなっているの？自分のことなのによく分からない、そんな

脳のホントのことを分かりやすく説明してくれる一冊。ファンタジ

ーとして読んでも面白いかも。 

『メディエータ』 

メグ・キャボット∥著 代田亜香子∥訳 理論社 2005年 933/キ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 この世に未練を残した幽霊たちのために、心残りをまっとうさせ天国

へ行く手助けをする「メディエータ」としてひそかに活躍するスザンナ。

そんな彼女が恋した相手は、よりにもよって彼女の部屋に憑く１５０年

以上前に亡くなった幽霊ジェシーだった。メディエータとして彼の天国

行きの手助けをしたいスザンナだが、本心ではジェシーと離れたくな

い。そんな時、ジェシーの生前の婚約者マリアが幽霊としてスザンナの

前に現れて･･･ 

 幽霊が見える・触れる・会話ができるスザンナのホラー＆ラブの物語。 

『データベースの冒険』 

ホセ･アントニオ･ミリャン∥著 とどろきしずか∥訳 バジリコ 2005 年 007/ミ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 ヴァーチャルな世界を作りあげているコンピューターの中身は、０

（ゼロ）と１（イチ）の組み合わせ。役割分担がキッチリ決まっていて、

人間のスピードよりはるかに速く情報が処理されていく。そんなコンピ

ューターの中を、データベースちゃん〔擬人化〕が冒険します。形をか

えて、インターネットの世界に飛び出したり、ウィルスを見つけて、サ

ーバーに報告をしたり、読み進めるうちに、いつしかコンピューターの

中身わかる一冊。使う人によって、ヴァーチャルな世界は便利にもなる

し、脅威にもなる。この道具をどう使うかは、人間しだいかも･･･！？ 



 

気になる、この本！ 

「この本いれて！」 

『英国妖異譚』シリーズ 篠原美季∥作  ペンネーム：にゃんこのチカラ さん 

主人公ではないですが…、通りすがりの下級生を失神させるほどの登場人物が･･･。 

よみたい･･･ッ。 

 

｢三千世界の鴉を殺し｣シリーズ 津守時生∥作  ペンネーム：セフェウス さん 

部下おもい、上司を立て、友情にあつく普段はボケボケ。だがここ一番で強い。超絶美形にして、

無自覚のタラシ･･･というひとが主人公（？）なんとも心ひかれてなりません。 

 
検討の結果どちらも入れることになりました！ぜひ借りてくださいね(^_^) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★もっと調べてみたい人・ほかの本を探したい人へ★ 

図書館では調べものや本を探すお手伝いをしています。 

カウンターなどで気軽に声をかけてね！ 

 
＊次回のテーマは「トモダチ」です。お楽しみに！ 

『いいかげんワールド』 

眉村卓∥著 出版芸術社 2006 年 913.6/マユ 一般 

「ぼくが作り上げた空想世界に行くことになりました。そのために必

要な９８万円をぼくにください。」 

名ばかりの大学教授兼売れないＳＦ作家のもとにかつての教え子か

ら奇妙な手紙が届く。彼、若葉快児によると以前から空想で考えてい

たカイジワールドに行く方法がみつかったとのこと。興味にかられ彼

の手伝いをすることになるが、なぜかいっしょに奇妙な異世界に迷い

込んでしまう。 

パンが木の実になって、教え子が世界の救世主？！右も左もわから

ない異世界でどうやって生きていけばいいのか･･･ 

『星降る夜のお化けたち 西洋魔物図鑑』   ﾊﾟﾄﾘｯｸ・ｼﾞｪｾﾞｹﾞﾙ＆ﾍﾞﾈﾃﾞｨｸﾄ・ﾓﾗﾝ∥著

樋口仁枝＆諸岡保江∥訳 東洋書林 2004 年 388.3/ｼﾞ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

小人・亡霊・魔女・ドラキュラなど、おちゃめで、いたずら好きの

かわいいものから、身の毛がゾッっとするほど不気味なものまで、西

洋の魔物が一堂にズラリ勢ぞろい！信じる、信じないは人それぞれだ

けれど、この本はイラスト画もリアルで、本当にいそうな気がしてき

ます。大昔から、人間が生活する場所には、民話や言い伝えがあり、

人は自然とともに生きていた。そして、見えないものを信じる「心」

をもっていた。ハロウィンの起源やサンタクロースのルーツなども紹

介され、西洋の魔物について目からウロコものの一冊です。 

他にもこんな本あります♪ 

○『こどものためのドラッグ大全』 

深見填∥著 理論社 2005 年 368/フ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

   

○『水は答えを知っている』 

江本勝∥著 サンマーク出版 2001 年 435.44/エ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『オーロラの本』 

田中達也∥著 学習研究社 2004 年 451.75/タ 一般 

 

○『人に話したくなる物理』 

江馬一弘∥著 丸善株式会社 2006 年 420/エ 一般 

 

○『だまされる脳』 

日本バーチャルリアリティ学会ＶＲ心理学研究委員会∥編  

講談社 2006 年 491.37/ダ  一般 

 

○『分解マニア 図解で分かる！身近な機械の仕組み』 

講談社 2005 年 530/ブ ティーンズ 

  

○『バウンダーズ』 

ダイアナ・ウィン・ジョーンズ∥作 和泉裕子∥訳 PHP 研究所 2004 年 933/ジ 児童 

 

○『センス・オブ・ワンダー』 

レイチェル・カーソン∥著 上遠恵子∥訳 森本二太郎∥写真 

新潮社 1996 年 934.7/カン ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『NATURAL HIDE & SEEK・WOODS & FORESTS』 

Maggie Silver, John Norris Wood∥作 1995 年 ＥＥ/S 多言語児童 

 

 


