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特集＋α（ぷらすあるふぁ） 

特集「天使＆悪魔」いかがでしたか？

ひと口に天使と悪魔といっても色々で

すね。天使に守られるのは良いですが、

くれぐれも悪魔の誘惑には耳を貸さな

いように、ご注意くださいね。 

それでは今回も、図書館にあるＣＤ

やＤＶＤなど、ぷらすあるふぁで紹介

します！ 

 

 

☆「天使＆悪魔」なＣＤ＆ＤＶＤ 

ＤＶＤ『コンスタンティン』 Ｃ42/コ 

 死んだとき天国に行くために（打算的！）

悪魔祓いをする男の悪魔との戦いを描いた作

品。サタンが意外とダンディです。 

ＤＶＤ『プラダを着た悪魔』 Ｃ42/プ 

 予約でいっぱいですが…悪魔のような有名

雑誌の編集長の下で働く女の子のワーキング

デイズ。 

ＣＤ『ヴィジョンズ』リベラ 202/リ 

ＣＤ『ゴーズポップ』 

ウィーン少年合唱団 107/ウ 

 ＤＶＤが悪魔だったのでＣＤは天使にして

みました。天使のような少年たちの歌声をど

うぞ～癒されますよ♪ 

 

ＣＤ＆ＤＶＤは人気の資料です。 

貸出中の場合は、予約をしてネ！ 

～ お知らせ ～ 
◎図書館講演会を開催します◎ 

『免疫力を高める生活』 

～寄生虫博士から本の虫へ～ 

 自らサナダムシと共生したこともある

『寄生虫博士』こと藤田紘一郎氏の、楽

しくてためになる講演です。 

 

 

 

日時：平成 21 年 2 月 22 日（日） 

   午後 2 時開演（30 分前開場） 

講師：藤田紘一郎氏 

（医学博士東京医科歯科大学名誉教授） 

場所：田原文化会館文化ホール 

入場料：無料（ただし整理券が必要） 

※整理券は平成 21 年 1 月 24 日（土）

午前 10 時から市内各図書館にて配布し

ます。（お一人 3 枚まで） 

 

その道のスペシャリストのお話ですか

ら、きっと何か得るものが・・・ 

ぜひご参加くださいね。お待ちしてい

ます！！ 
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◆ とぴっく ◆ 

新刊・この本読んで！ 

Read me !  

「特集★天使＆悪魔」 

気になる、この本！ 

特集＋α（ぷらすあるふぁ） 

お知らせ 



☆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？ 

「不幸な少年だったトーマスの書いた本」 

フース・コイヤー∥著 野坂悦子∥訳 あすなろ書房 949.33/コイ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

将来何になりたい？と聞かれ、主人公トーマスは「幸せになりたい」と答

える少年だった。ノートに何でも書きとめ、『あらゆることの本』として、

いつの日か、出版したいと思っている。聖書を唯一、本物の本と信じる厳格

な父親と、父の暴力に耐える母親、姉のマルホットの四人家族。幸せになる

には、怖がらないこと！トーマスは勇気をだして父親に抵抗を始める。義足

の少女エリザや隣に住むファン夫人の協力もあり、お茶会や読み聞かせクラ

ブを作り「人生を楽しむ」幸せな生き方が始まる。 

「ヘラジカのオーラフが、サンタクロースと友だちになったわけ」  

      フォルカー・クリーゲル∥作・絵 三浦美紀子∥訳 草土文化 943/ク ﾃｨｰﾝｽﾞ 

生まれつき巨大なツノをもつヘラジカのオーラフ（わけあって片方のツ

ノが折れてますが）は仲間と離れ一匹でいたけれど性格は超ポジティブ。

ツノの活用法を次々と発見し、カヌーをこいだり通行人を驚かしたり、割

と楽しい暮らしぶり。そんなある日、見た目がちょっと怪しいアイパッチ

をしたサンタロースに出会います。二人は一夜語り明かし意気投合すると

一緒に暮らし始めます。しかしクリスマスを前に忙しくなったころ、オー

ラフに一大事がおこり・・・。 

クリスマスはまだずっと先ですが、愉快なおハナシなのでオススメ！ 

「そのときあの人はいくつ？」 

池上彰∥監修 稲田雅子∥文 クー∥絵 小学館 280/イ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

日本史でおなじみ大化の改新を決行した時の中大兄皇子の年齢はわず

か「１８歳」、その一方徳川家康は「６０歳」の時に江戸幕府を開いたっ

て知ってましたか？この一冊では６歳から始まって１００歳まで年齢ご

とに、総勢１０１人もの歴史上の人物のその時を知ることができます。み

んなもよく知っている人たちが自分と同じ年齢の時にどんなことをして

いたのか。同じ年齢の時に自分は何をしているんだろうか。読んでて思わ

ずへぇーと言ってしまう、見てるだけで勉強になる一冊です。 

図書館がオススメするすてきな本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『暗黒天使メストラール』 

クリフ・マクニッシュ∥著 金原瑞人・松山美保∥訳 理論社 2008年 933/マ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

８歳の時一度だけ会った白く美しい天使が忘れられず、心を壊して

しまったフレイア。今は何とか回復し恋やファッションに興味のある

普通の高校生活を送るはずだった。彼女の前に黒い羽根を持つみにく

い天使メストラールが現れるまでは･･･幻として片付けたはずの天使

が現れたことに動揺するフレイア。さらに再会した白く美しい天使へ

ストロンから、天使の真実とフレイアの持つ不思議な力について教え

られる。一方日常生活では、父や兄ルークとのすれ違い、天使を信じ

る奇妙な転校生ステファニーに対するいじめが起きはじめる。 

『バーティミアス サマルカンドの秘宝』  

ジョナサン・ストラウド∥著 金原瑞人・松山美保∥訳 理論社 2003 年 933.7/スト ﾃｨｰﾝｽﾞ 

魔術の中心ロンドン、ここでは悪魔たちと契約して力を持った魔

術師たちが政府を動かしている。負けず嫌いの見習い魔術師ナサニ

エルはある日師匠にないしょで中級魔神バーティミアスを召還す

る。バーティミアスに下した命令は以前ナサニエルに屈辱を与えた

エリート魔術師ラブレースの家から「サマルカンドのアミュレット」

を盗んでくることだった。しかしナサニエルたちは、アミュレット

をめぐる陰謀に巻き込まれてしまう。 

悪魔と呼ばれることが大っきらいなちょっとまぬけなバーティミ

アスと知識はあるけど弱虫のナサニエルのコンビが大活躍します。 

 白い羽のかわいい天使ｖｓかぎしっぽの黒い悪魔・・・。 

そんなイメージで何かと比較され、いろんな物語にも登場する天使と悪魔！ 

今回は、実在のものではないけれど、物語に登場したり、 

誰の心の中にも存在する天使と悪魔の本を集めてみました。 

天使のささやき悪魔の誘惑・・・。 

天使と悪魔の不思議な魅力満載です！ 

 



 

『地獄の悪魔 アスモデウス』  

ウルフ･スタルク∥作 菱木晃子∥訳 あすなろ書房 2000年 949/ス ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 地獄を支配する悪魔の息子アスモデウスは、まったく悪魔らしくな

い。従兄弟たちが悪ふざけしている横で、燃える火を一人で見ている

のが好きだったりする。（暗い！）だから周りの悪魔たちからは、馬鹿

にされたり、笑われたりの日々。心配したパパ悪魔は、アスモデウス

に、地上の世界に行き、夜の 12 時までに人間の魂を奪ってくるよう

命じる。おっとりしてる上、世間知らずのアスモデウスは、はたして

人間の魂を連れて帰ることができるのか！？あまりにたよりなくて、

悪魔なのに思わず応援したくなる･･･変な気分が味わえます。 

           どこか人間くさい悪魔たちが登場するユーモラスなおはなし。 

『天使になりたかった少女』  

キム・アンティオー∥著 田栗美奈子∥訳 主婦の友社 2007 年 933.7/アン ﾃｨｰﾝｽﾞ 

「世界中で苦しむ人びとを救うために」と天使になることを夢見てい

る少女マーシー。背中から翼が生え始めているという彼女は、天使に食

べ物はいらないと食べることをやめてしまう。そんな娘のことを摂食障

害だと考えた両親は彼女を治療のための施設に入れる。摂食障害に苦し

む他の子たちと病気ではない自分の違いに不安な気持ちになるマーシー

だったが、同じ施設に暮らす４人の個性的な仲間と出会ったことで変化

が現れ始める。弟と祖父の死、家族のたくさんの悩みを抱えるあまり、

自分を天使だと信じこんでしまったマーシーの再生と成長の物語です。 

『天使と悪魔』ヴィジュアル愛蔵版 

ﾀﾞﾝ・ブラウン∥著 越前敏弥∥訳 角川書店 2006 年 933.7/ブラ 一般 

科学技術の最先端施設スイスのセルン研究所で起こった殺人事件。残

忍な殺害死体には、秘密結社イルミナティの紋章が焼き印され、危険な

未来のエネルギー源となる、反物質のサンプルが盗まれた。象徴学者ラ

ングドンと、父親を殺害されたヴィットリアが事件の謎を解明するため、

ヴァチカン市国へ飛びたつ。次の教皇を選任するコンクラーベ開催中の

聖地では、４人の枢機卿が行方不明に・・・。めまぐるしく展開するス

トーリーに、ハラハラです。「ダヴィンチ・コード」の著者が描く、天使

と悪魔。読みながらローマ市内の建築や美術作品も味わえます。 

 

『悪魔のささやき』 

星新一∥著 理論社 2005 年 913/ホ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 犯罪のあふれる都会の一員となるため、犯罪者にならなければとい

う幻想に駆り立てられた、地方から出てきた青年は、都会という悪魔

にそそのかされ、誰ともなしに架空の脅迫状を送る。もちろん本人に

脅迫の内容を実行する気はさらさらなかったが･･･。（表題作「悪魔の

ささやき」）また、「あと五十日でございますよ」、「あと四十九日でご

ざいますよ」と自分にしか見えない黒服の男に、人生のカウントダウ

ンをささやかれた男のてん末を書いた「あと五十日」など、悪魔や悪

魔っぽいものが登場する全８話。一筋縄ではいかないシニカルなスト

ーリーに、ちょっと笑えて、ちょっとゾッとします。 

『ちいさな天使とデンジャラス・パイ』 

ジョーダン・ソーネンブリック∥著 池内恵∥訳 主婦の友社 2006年 933/ソ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 ぼくの弟、ジェフリーは８歳年下で、いつも「遊ぼう！」ってつい

てくる。ぼくの宝物のドラムスティックでパイをかきまぜたりいたず

らばかり。そんなある日、弟が倒れた。病名は急性リンパ性白血病。

その日から、ぼくたち家族はジェフリーを快復させるという一つの目

標に向かって歩き始める。両親は弟につきっきり、学校も面白くない。

投げやりな気分の時、カウンセラーの先生の一言で変化が・・・。友

人の協力、ジャズバンドの先生やメンバー、周りの人たちに助けられ、

成長していく物語。憎めないちいさな天使ジェフリーがくれた、ぼく

の一年間の成長物語。 

『「悪い子」のための怖くて不思議な童話集』 

ルートヴィヒ・ベヒシュタイン∥著 伊東明美∥訳 講談社 2000 年 943.7/ベヒ 一般 

清く正しい人間ばかりが成功するとは限らない？そんなリアル

な教訓も入った、ドイツの童話集です。悪魔がキーワードのお話は

４編。そのうち１編をご紹介。 

「口を削げ！」より…乞食は７年後魂をさしだす契約を悪魔とか

わし、お金を出せる不思議なやすりを手に入れる。それは自分の口

を削がなければならない苦痛を伴うものだったが、乞食は口から血

が出てはれ上がるのもかまわず口を削ぎたくさんのお金を手に入

れる。そして、約束の７年後、悪魔がやってきて・・・。強欲な人

間がむかえたのは意外な結末。あなたはどう思う？ 



 

「気になる、この本！」 

「この本読んで！」の投稿を紹介します。 

『流星の絆』東野圭吾∥著 913.6/ヒガ 

＊怖い感じもするし、スピーディーだけど、人間のあたたかさを感じられます。兄妹の絆の深

さに心うたれます。オススメです！（菅沼亜衣さん） 

「宇宙への秘密のかぎ」ルーシー・ホーキング スティーブ・ホーキング著  

933.7／ホキ  

＊宇宙についてとてもわかりやすく解せつしてあり、少し独特な不思議なお話です。とても読

みやすくなっているので、ぜひ読んでみて下さい。（浅井健太郎くん） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★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「ワイルドな世界」です。お楽しみに！ 

『最強の天使』 

まはら三桃∥著 講談社 2007 年 913/マ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

９月下旬、中学３年の小栗周一郎（通称クリシュー）は、一度にたく

さんの問題をかかえていた。後輩の男子生徒からラブレター！？をもら

い、９年前父の家出をきっかけに絶縁状態になっていた祖父（じじい）

が、自分に会いたいと言ってきた。さらに引越し＆転校を控え、家では

準備に追われ、片思い中の志帆には、そのことを言い出せずにいた。そ

んなとき父親らしき人を見たという目撃情報が入ってきて・・・。 

勘違いや誤解や憎しみでからまっていたものがほどけていく感じが心

地よい。だれかにとっての天使って結構身近にいるのかもしれないね。

自分に自信がもてそうな１冊。 

「神様ゲーム』 

麻耶雄嵩∥著 講談社 2005年 913.6/マヤ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

転校生、鈴木太郎がトイレ掃除の時にぼくに言った。「ぼく神様なん

だ。」ウソかマコトか不思議に思っている時に、ぼくらが住む神降市で

起こった悪質な連続ネコ殺しの犯人も答えてしまう。半信半疑ながら、

ぼくも小学四年生のメンバーで作る「浜田探偵団」で犯人をさがし始

める。探偵団の基地は神降山の中にある廃墟、通称鬼婆屋敷。探偵団

で事件を捜査している間に、親友の岩渕英樹が屋敷の裏庭の井戸で死

んでいた。犯人は一体誰だ？共犯者の行方は？意外な展開に驚くこと

間違いなし！こんなのアリ？なミステリーに興味がある方にはオスス

メです。 

他にもこんな本あります♪ 

 

○『人魚の涙 天使の翼』 

フランチェスカ・ブロック∥著 金原瑞人・小川美紀∥訳 主婦の友社 2003 年 933.7/ブロ 

 ﾃｨｰﾝｽﾞ 

   

○『ミルクウィード 天使の羽根のように』 

ジェリー・スピネッリ∥著 千葉茂樹∥訳 理論社 2004年 933/ス ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『天使のジョン』 

北川想子∥著 白泉社 2003年 913.8/キタ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『あくまくん』 

ハイケ＆ヴォルフガング・ホールバイン∥作 カロリーネ・ケーア∥絵 酒寄進一∥訳 

徳間書店 2001年 943/ホ 児童 

 

○『天使』 

真野隆也∥著 新紀元社 1995年 191.5/マ 一般 

 

○『そして僕は天使になった』『そして僕も天使になった』 

池谷剛一∥文・画 2002年 Ｅ/イ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『悪魔辞典』 

山北篤・佐藤俊之∥監修 新紀元社 2000年 191.5/カ 一般 

 

○「」 

瀧羽麻子∥著 メディアファクトリー 2007年 913.6/タキ ティーンズ 

 


