
◆ とぴっく ◆ 

新刊・この本読んで！ 

Read me !  

「特集★挑戦！！」 

気になる、この本！ 

特集＋α（ぷらすあるふぁ） 

プチ告知 

 

  ティーンズだより 
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特集＋α（ぷらすあるふぁ） 

特集「挑戦!!」いかがでしたか？ 

ひたむきに頑張ってる人って、なん

かカッコイイ！自分も新しく何かにチ

ャレンジしてみようかなっていう気持

ちになりますよね。 

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！ 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

☆「挑戦!!」なＣＤ＆ＤＶＤ 

ＤＶＤ『フラガール』 Ｃ41/フ 

 炭鉱の町活性化の為の『フラダンスショー』

に向けて地元の女の子達がフラダンスを特訓。

蒼井優の熱演が話題になった作品。日本アカ

デミー賞ほか多数受賞。 

ＤＶＤ『大脱走』Ｃ42/ダ 

 脱走不可能といわれたドイツのスタルグ・

ルフト北捕虜収容所から連合軍将兵２５０人

が集団脱走に挑戦！？ 

ＣＤ『くちぶえ天国』分山貴美子 213/ワ 

 このＣＤに入ってる曲はなんと全部口笛な

んですよ！３オクターブの音色…素敵です♪ 

 

 

ＣＤ＆ＤＶＤは人気の資料です。 

貸出中の場合は、予約をしてネ！ 

 

もうすぐ待ちに待った夏休みですね～ 

夏休みといえば、海水浴・花火・旅行（海

外旅行に行くなんてセレブ～な人もいる

かも？笑）などなど楽しいイベントが盛

りだくさん♪♪でも宿題も盛りだくさん

なんだよね…（T_T） 

 ティーンズコーナーでは今年も夏休み

のあいだ読書感想文にオススメの本や、

自由研究の手助けになる本を展示します。

☆夏休みの宿題に困ったときは是非図書

館にどうぞ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ プチ告知 ～ 
◎イラスト募集◎ 

ティーンズコーナーの掲示板に素敵な

イラストが飾ってあるのをご存知です

か？ティーンズコーナーでは毎月テーマ

ごとのイラストを大募集中です☆ 

ちなみに、７月『宇宙』８月『夏の思い

出』９月『祭り』です。 

あなたの力作をお待ちしてま～す♪ 
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☆新刊・この本読んで！☆ 

４月から６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？ 

「世界がぼくを笑っても」笹生陽子∥著 講談社 913/サ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

｢われらが浦沢中学にすごい先生がやってくるってさ｣ 

中学２年に進級する直前の春休みに、北村ハルトは中学の非公式ＨＰで

偶然こんな書き込みを見つけた。なんでも、浦沢中学の教育環境改善の

ために教育委員会から送り込まれた最終兵器だとか…。そして始業式の

日、彼の前に現われたのは－やぼったくて、軟弱そうで、意味もなく満

面の笑みを浮かべている－彼の名は小津ケイイチロウ３２歳独身。①カ

ンペを見ながら授業。②愛用のハンカチはキティちゃん柄。③山で迷子。

→クラス全員ドン引き（笑）ハルトの中学生ライフはどうなるのか…。 

どうしようもない先生だけどどこか憎めない。こんな先生いかが！？ 

「たまごを持つように」 まはら三桃∥著 講談社 913/マ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 男女合わせてたった四人の部員しかいない光陵中弓道部。部員数は少

ないけど幼い頃から弓道経験のある由佳先輩を始めトラブルメイカーだ

けど天才肌の実良、ハーフでスポーツ万能の春たちのおかげで昨年は九

州大会まで進んだ。しかしたった一人早弥だけは不器用なせいか、一年

たっても弓が上手く引けないでいた。焦る早弥は「弓を持つ時は優しく、

たまごを持つように」という先生の言葉から、たまごをいつでも持ち歩

くことを思いつく。 

 なかなか弓が飛ばなくても努力する早弥に思わず共感してしまいま

す。弓道未経験な人でももちろん楽しめますよ！ 

「山田商店街」 山田マチ∥著 幻冬舎 913.6/ヤマ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 山田町にある商店街なので山田商店街。そんなのありですかという少し

奇妙な常識の中に生きる人々のまじめな日常風景。だるまという生き物を

料理して提供する（想像するとちょっと気持ちわるい）だるま料理専門店

「だるま食堂」。パンが大嫌いな店主が作っているのに大繁盛するパン屋

「パンのスマイル」（でも、なるほどな展開）。なぜか店主が寝てばかりい

る布団屋（でも、儲かってます）など、面白いんですが、読んでいるとた

ぶらかされているような変な感じがしてきます（笑） 

こんな町があったら住んでみたい！？異色の商店街ファンタジー 

図書館がオススメするすてきな本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『キャッチアウェーブ』 

豊田和真∥著 角川学芸出版 2005年 913.6/トヨ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

大洋・田口・小林の高校生3人組は、夏休みを湘南にある田口の両

親の別荘で過ごす計画をし、ウキウキで湘南へ向かう。しかし海岸で

別荘の鍵をなくしてしまい、別荘に入れなくなってしまった。仕方な

く海岸で一夜を明かした3人は、早朝の海岸で怪しいオジサン（でも

本当はスゴイ人だったりする）に出会う。３人はそのオジサンの経営

するサーフショップ｢アナカレ｣で住み込みのバイトをしながら、サー

フィンを習い始める。そして３人は徐々にサーフィンの魅力に取り憑

かれていく…。 

『空の飛びかた』  

ゼバスティアン・メッシェンモーザー∥作 関口裕昭∥訳 光村教育図書 2009 年 Ｅ/メ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

            ある日、おじさんは空から落っこちたというペンギンに出逢う。

もちろんペンギンは空を飛べないが、それを承知の上で、おじさ

んはペンギンを飛ばしてやろうと思い立つ。冗談みたいな本気の

飛行テストや実験を繰り返すが、（途中、バットマンになったり

もする）結果はどれも失敗。そんなとき仲間のペンギンが現れ…

…。 

 ぽってりおなかのペンギンが飛行しようとする図はなんとも

ユーモラスでかわいい。さて、はたしてペンギンは飛べないとい   

う常識は覆るのか・・・？ 

 今年も夏がやってきた♪うだる暑さにやる気を 

なくしてはいませんか？せっかく長～い夏休み、 

なにかにチャレンジしてみよう！ 

サーフィン、大食い世界記録、自転車旅行 

などなど、空は飛べ･･･ないかもしれないけど。 

  

 



『シネマ・フェスティバル』 

永田俊也∥著 講談社 2004年 913.6/ナガ 一般 

４月、部員たった３名の映画研究会に、無敵の不良少女（女優志望）

が入部する。ほどなく、あることをきっかけに突如やる気を出した顧

問西沢は、シネマ・フェスティバルへの出品を告げる。気弱ないじめ

られっ子や、同性愛に悩む少年、さらに不登校の生徒も巻き込んで、

映研は映画製作に向けて動きはじめる。低予算、人手不足、演技は全

員素人、そして締め切り間近！逆風だらけの状況で、無事完成できる

のか！？ 

本気とか、がむしゃらって、悪くない。それがときどき奇跡っぽい

ことも起こしたりするしね。まさに祭りのような高揚感を味わえる１

冊。 

『ホエール・トーク』 クリス・クラッチャー∥著 金原瑞人、西田登∥訳 青山出版社 

2004年 933.7/クラ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 おれの名前は T・J。ＩＱ驚異的、表現力モンスター級、身長１９

０センチ、スポーツ万能、ルックスだって悪くない。ただ黒人で日系

で白人のいわゆる「有色人種」ってだけで、ときどき人種差別主義者

に嫌な気分にさせられるくらいだ。そんなおれが最近作った水泳チー

ムのメンバーは鈍才、イヤミな秀才、マッチョな音楽家、体重１３０

キロの巨漢、存在感の薄いカメレオンマン、片足義足のトラブルメイ

カーと水泳経験は少ないがクセのあるやつばかり･･･。ろくにターンも

できない２０メートルプールで練習するたった７人のおちこぼれ水泳 

チームは果たしてうまくいくんだろうか？ 

『スカイラー通り１９番地』  

Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ∥著 金原瑞人∥訳 岩波書店 2004 年 933/カ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

１２歳の少女、マーガレット・ローズ・ケインは両親のいない夏休み

に長期キャンプに参加するが、うまくなじめず、同室の女の子達からひ

どい嫌がらせをうける。キャンプの途中で大叔父のアレックスが迎えに

来てくれて、残りの夏休みは大好きな大叔父さん兄弟の家で過ごすこと

に。スカイラー通り１９番地にある叔父さん達の家の裏庭には叔父さん

達が４５年もかけて作り続けた３つの「塔」があり、マーガレットはそ

の仕事を手伝うのと楽しみにしていた。しかし、この夏、３つの塔の取

り壊しが決定してしまう。マーガレットはかけがえのない大切な塔を守

るために１人立ち上がった。 

『行かずに死ねるか！』 

石田ゆうすけ∥著 幻冬舎 2007 年 290.9/イ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 「あなたはスリルや冒険とは縁のない人生を送るわ」自称占い師の

オバサンから言われたことばをきっかけ（？）に「自分の運命変えて

やる！」と仕事を辞めて自転車での世界一周に挑戦した著者。スター

トしたアラスカでまず道を尋ねた女性にお金を要求され、砂漠では強

盗に襲われるなど一人での自転車旅は危険がいっぱい。走行距離約 9

万 5000 キロ、７年５ヶ月かけて世界を自転車で旅した笑いあり涙

ありの旅行記です。 

 続編として、『いちばん危険なトイレといちばんの星空』、『洗面器

でヤギごはん』もあるのでぜひこちらもご覧あれ。 

『こどものためのお酒入門』 

山同敦子∥著 理論社 2009年 588/サ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

お酒と名のつくもので、今のみんなの口に入るのは、アルコール分

のない甘酒か、調味料としてのお酒くらいだよね。「お酒は二十歳に

なってから」なので、みんなが飲むのに「挑戦！」するのはまだ何年

か先のハナシだけど、飲めなくても、知識として今から知っているの

も悪くない。 

お酒の起源や、どうやって製造されるのか、作る人、提供する人の

お話があって、お酒のいろいろがわかっちゃう本です。 

お酒を飲むことの長所と短所もわかるし、将来おいしくお酒を楽し

むのに、一役かってくれるかも。 

『たった一人の大きな力』 蓮見太郎∥著 宝島社  2008 年 280.4/ハ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

アメリカ・カリフォルニアの原始の森を一人で守った女性がいま

す。彼女の名前はジュリア。ごく普通の女の子。彼女は原始の森の伐

採に反対する為に、高さが６０ｍもある樹齢６００年を超える巨木に

登り、トイレもお風呂もない樹上で、雪の日も嵐の日も、森を守りた

い一心で実に７３８日も居座りを続けたのです。その彼女の思いが世

論を動かし、カリフォルニアの原始の森は永遠に保護されることにな

りました。 

他にも、顔の大きさだけで２６ｍもある彫刻を作った人や１５０ｋ

ｇの荷物を積んだリアカーを一人で引っ張って、徒歩でアフリカを横

断した日本人など、たった一人ですごい事を成し遂げた世界中３０人

のお話。 



他にもこんな本あります♪ 

 

○『ひとりぼっちの世界一周航海記』 

堀江謙一∥著 理論社 2005年 290/ホ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

   

○『ピタゴラ装置①』 ②もあります♪ 

佐藤雅彦、内野真澄∥監修 小学館 2006年 507.9/ピ 一般 

 

○『スポーツ感動物語 限界への挑戦』 

学習研究社 2007年 780/ス ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『図形パズル』 

夢現舎∥監修 ナツメ社 2003年 798/ズ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『夏のくじら』 

大崎梢∥著 文藝春秋 2008年 913.6/オオ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『夜のピクニック』 

恩田陸∥著  新潮社 2004年 913.6/オン 一般 

 

○『あの瞬間、ほくらは宇宙に一番近かった』 

マイク・カージェス、ジョー・ライデン∥著 武者圭子∥訳 講談社  

2004年 936/カジ 一般 

 

「気になる、この本！」 

「この本読んで！」の投稿を紹介します。 

『一瞬の風になれ 第一部～第三部』佐藤多佳子∥作 913.6/ｻﾄ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

＊自分も陸上部だったことからこの本を読み始めました。内容展開がとてもおもしろく、読書

が苦手な私でも「次はなんだろう」と想像しながら読めた本です。（オレンジさん） 

「ハッピーバースデー」青木和雄∥作 913/ｱｵ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

＊親からのいじめを受けたあすかの物語です。祖父からあすかへの最後のプレゼント。誕生日

会までのとても感動する物語です。（ＡＫＡＮＥさん） 

「バンギャルアゴーゴー」雨宮処凛∥作 913.6/ｱﾏ 一般 
＊バンドを追っかけている女の子の話です。主人公の考えにかなり共感しました。 

（ＭＩＳＡさん） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ★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「カラフル」です。お楽しみに！ 

『レッドシャイン』 濱野京子∥著 講談社 2009年 913/ハ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

  澄川怜は工業高等専門学校に通う電機工学科の 3 年生。頭が良くて、

手先も器用。大した努力もせずに何でもこなせてしまう、姉いわく「器

用貧乏」な怜はやりたいことも見つからず毎日ぼんやりと暮らしてい

た。ある時、同じクラスの黒松周平に頼まれてエネルギー研究会（通称

エネケン）の機械の修理を手伝うことに。周平のいう修理とは、太陽電

池のパネルで太陽光発電して走るソーラーカーを修理することだった。

そして夏に新潟県大潟村で行われるソーラーカーのレースに 3 年ぶり

の出場を目指す。 

エネケンの活動を通して、将来に恋に悩みつつ、怜は新たな自分の道

を見つけ出していく。 

『ボーイズ・ドリーム』 

アレックス・シアラー∥著 鈴木彩織∥訳 PHP 研究所 2003 年 933/シ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

学校の成績はイマイチ、歌も踊りも苦手、単純でだまされやすいウ

ィルモットはいつもおにいちゃんとケンカしてはお母さんに叱られて

ばかり。そんなウィルモットが「世界記録をつくって有名になりた

い！！」と、フライドポテトの大食い世界記録に挑戦することを思いつ

く。フライドポテトを提供してくれるスポンサーを見つけだし、あごの

力をつけるトレーニング（ガムを食べたり、ノートの紙を食べたり）も

順調で、準備はカンペキ。ウィルモットの挑戦はどうなる？！ 

挑戦することに意義がある！そんな勇気がもらえる一冊です。 


