
◆ とぴっく ◆ 

新刊・この本読んで！ 

Read me !  

「特集■カラ☆フル」 

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「カラ☆フル」いかがでしたか？ 

この時季は山や街の木々も色づいて、

春とはまた違ったカラフルさが、楽し

めます。時にはゆっくり散歩しながら

秋を感じてみるのもいいですよね。 

それでは今回も、図書館で所蔵して

いるＤＶＤを、ぷらすあるふぁで紹介

します！ 
 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

☆「カラ☆フル」なＤＶＤ 

ＤＶＤ『ユメ十夜』 Ｃ41/ユ 

 夏目漱石が著した『夢十夜』をモチーフに、

１０人の個性あふれる監督たちが、１０の夢

を描くオムニバス形式の映画です。 

 不思議あり、恐怖あり、あなたはどの夢が

お好み？ 

ＤＶＤ『ぼくらの七日間戦争』Ｃ41/ボ 

 宗田理の人気小説が、1988年に映画化され

たもの。理不尽な学校に反発した中学生が、

学校をエスケープして･･･！あの手この手で

戦う廃工場でのバトルが笑えます。 

 

 

 

 

ＤＶＤは人気の資料です。 

貸出中の場合は、予約をしてネ！ 

 

◎読書週間 10/27～11/９◎ 

 ○○の秋にも、スポーツ、芸術、おし

ゃれ、食欲などなど色々ありますが、ホ

ント何をするにも楽しい季節ですね☆個

人的には食欲ですが。図書館としてはや

はり読書の秋をおすすめせねばっ 

第６３回読書週間の標語は、「思わず夢

中になりました」です。読み始めたら止

まらない･･･！そんな本との出あいがで

きたら素敵ですね。そうなるように、こ

れからもじゃんじゃん本を紹介します

ね！ 

 

 

 

 

 

 

★☆★ プチ告知 ★☆★ 
◎読書かんそう画コンクール◎ 

 図書館毎年恒例となりました読書かん

そう画コンクール。今年も開催します！

小学生の参加が多いのですが、絵を描く

ことが大好きな中学生のみなさんも是非

参加してください。 

 

展示期間・・・10/22～11/26 

展示場所・・・こどもしつのガラス面 

発行：田原市図書館 発行日：平成 21年 10月 10日 

〒441-3421田原市田原町汐見５番地 TEL 0531-23-4946 FAX 0531-23-4646 

http://www.city.tahara.aichi.jp/section/library 



☆新刊・この本読んで！☆ 

７月から９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？ 

「スーパーマンその他大勢」桑原伸之∥絵 谷川俊太郎∥文 自由国民社 E/ク ﾃｨｰﾝｽﾞ 

まだどこにも行ったことがない旅行家はいとこのためにセーターを編

んでいる、魚屋さんはむかし竜宮城にいた、毎日ペンギンにラブレター

を送っている飼育員、毎日３０分間だけ駅員の仕事をしている数学者、

毎晩死んだ友人からかかってくる電話にうんざりしているお坊さんなど

など・・・ 

いろいろな職業をテーマにした何だかおかしなショートストーリー。

ちょっとシュールなイラストと合わせて、谷川俊太郎さんの文章に読ん

でて思わずニヤリとしてしまう一冊です。 

 

「反撃」 草野たき∥著 ポプラ社 913/ク ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 女子中学生の日常はいろいろな悩みでいっぱい。友達・恋愛・家族・将来

のことなど、自分の思い通りにならないことだらけ。部活でレギュラー争い

をする女の子、クラスの平和を守るために体を張っている女の子、失恋しち

ゃった女の子など、5 人の女子中学生のお話。 

コンプレックスや逆境にくじけそうになりながらも、あきらめずに必死に

もがく彼女たちの姿に共感できる人も多いはず。かくいう私も自分の中学生

時代を思い出して、甘酸っぱい気持ちになりました（笑） 

毎日楽しいことばっかじゃないけど、ガンバレ女の子！！ 

「さよならの次にくる 卒業式編」 似鳥鶏∥著 東京創元社 913.6/ニタ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 お人よしで巻き込まれ体質の美術部員葉山君。彼のもとにはたびたび事

件がやってくる。推理力抜群の名探偵だが変わり者の先輩伊神がおいしい

トコどり（笑）で解決する学園ミステリー。 

はじまりは、「あの日の蜘蛛男」。友達の悪戯でビルの屋上に閉じ込めら

れた葉山くんだったが、まんまとビルを脱出した。いったいどうやって？ 

２冊セットで、卒業式編が前編、新学期編が後編です。短編としても楽

しめますが、事件が事件を呼ぶように、つながっていたりして…１冊読む

と、きっと続きが気になるはず。２冊同時借りをオススメします。 

図書館がオススメするすてきな本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『初恋素描帖』 

豊島ミホ∥著 メディアファクトリー 2008年 913.6/トシ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 同じクラスの中学２年生２０人分の初恋を描いた、甘くって切なく

ってほろ苦～い短編集。 

 恋をした幼なじみに彼女ができちゃったり、好きな男子が自分の友

だちを好きになっちゃったり、年上の人やアイドルに恋をしてしまっ

たり、好きな女子に送るラブレターに頭を悩ませたり･･･などなど恋に

は悩みがいっぱい。 

 たくさんの色を使って一枚の絵ができているように、みんなの想い

が重なってできるカラフルな恋模様いかがでしょう。 

『オレンジガール』  

ヨースタイン ゴルデル∥著 猪苗代英徳∥訳 日本放送出版協会 2003 年 949.63/ゴル ﾃｨｰﾝｽﾞ 

4歳のときに亡くなった父について、僕にはほとんど記憶がない。

面影をたどれるのは、写真かビデオぐらいだ。そして僕が15歳になっ

た今、隠されていた分厚い手紙が見つかった。11年の時を経て届いた

父からの手紙に書かれていたのは、父が心をうばわれたオレンジガー

ルのこと、そして、僕に大切な質問があるらしい。それは、僕宛であ

り、母宛でもある。過去からのラブレター。 

やがて少年は、宇宙に生きるひとつひとつの小さな命に思いを馳せ

る。あなたなら、この質問にどう答えるだろうか？ 

 すっかり秋らしくなってきましたね～♪ 

さて、今回の特集は「カラフル」ということで 

色にまつわるものや、色とりどりの人間模様を 

描いたものなど…カラフルな本の世界をお届け 

します！ 

 

 

 



『天国の青い蝶』 

ピート・マコーマック∥原作 田渕久美子∥文 ワニブックス 2004年 933.7/ﾏｺ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

末期の脳腫瘍を患い、余命数ヶ月と宣告された少年ピート・カールト

ン。彼の夢はアマゾンの熱帯雨林に生息する世界一美しいといわれる幻

の青い蝶「ブルーモルフォ」を捕まえること。病気の影響で、自分の足

で歩くこともままならないピートだが、尊敬する昆虫学者のアラン・オ

ズボーンに懇願し、アマゾンの熱帯雨林へ青い蝶を探しに向かう。しか

し季節外れのため、なかなか蝶は見つからない。さらにアランが毒蜘蛛

に刺されてしまい…。 

森の奥で起こった奇跡の物語。生きる勇気をもらえる一冊です。 

『マンゴーのいた場所』  

ウェンディ・マス∥著 金原瑞人∥訳 金の星社 2004年 933/マ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 ミアにとって音やことばや数字には色が付いて見えるもの。家で飼っ

ている猫のマンゴーだって、みんなは目がオレンジ色だからその名前を

付けたと思っているけど、本当の理由はマンゴーの鳴き声や歩いたあと

なんかがマンゴーの色にそっくりだったから。でもそんなこと普通じゃ

ないってことが分かってるから、親友のジェンナや家族にさえも本当の

ことを言えないでいた。だけど神経内科の先生からそれは病気ではな

く、共感覚と呼ばれる特殊な感覚だと教えられる。共感覚の仲間と交流

することで世界が変わっていくミアだったが、だんだんジェンナや家族

とすれちがい始め… 

『カラフルな闇』  

まはら三桃∥著 講談社 2006 年 913/マ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

離婚した母親とマンションで２人暮らしをしている女子中学生・里

中志帆。志帆の人に知られたくない秘密を知っている「あの人」。そん

な「あの人」に想いを寄せる親友・亜紀。今、彼女達の中学では、地

元ラジオの「今週の街のうわさ」コーナーの『闇魔女』のうわさでも

ちきりだ。闇魔女を見た人は不幸になるとか。またその逆にラッキー

なことが起こるともいわれ、毎週多数の目撃情報が寄せられている。

そしてついに彼女の中学でも目撃者が現れた。闇魔女の正体とは一体

誰なのか…。 

 闇魔女の存在、父親の再婚、親友とのすれ違い、クラスメイトから

のいじめなどで志帆の複雑な心が揺れ動く…。  

『レッドマスカラの秋』 

永井するみ∥著 理論社 2008 年 913/ナ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 みんなファッションやコスメに興味ある？華やかかつ競争の激し

いおしゃれ業界が舞台のミステリーをご紹介。 

凪たちは、熱気に包まれた東京ガールズフェスティバルにやってき

た。モデルの友達ミリも出演していて、最高に盛り上がってイベント

は終了した。けれど事件発生！ミリがすすめた火の鳥マスカラが原因

で、モデル仲間イリヤのまぶたが腫れてしまったらしい。マスカラが

原因なのか、誰かの陰謀なのか、憶測が飛び交う中、落ち込むミリの

ため、凪は真相究明に乗り出す。 

 『カカオ８０％の夏』の続編です。 

『うみのいえ』 

大塚幸彦∥著 岩波書店 2008 年 748/オ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 海の中には人間が捨てたゴミがいっぱい。たくさんの空きカンや

車のタイヤ、長靴だけでなく、何とミシンやギターなんてどうやっ

て持ってきたか分からないものまで捨てられている。 

そんな人間にとっては「いらないモノ」も、海に住むいきものた

ちにかかれば大事な「いえ」になる。椅子の足やミシンに産まれた

イカの卵、空きカンに住む魚のつがいなどなど。汚いはずのゴミが、

カラフルな魚たちといっしょだとなんだかすてきなうみのいえに

見えてきます。だからといって海にゴミを捨ててはダメですよ！！ 

『ザ・ダークホース』 

マーカス・セジウィック∥著 唐沢則幸∥訳 理論社 2003 年 933/セ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

ある日、ストーン部族の少年シグルドは、少女ネズミと海岸の黒砂

の中に美しい小さな箱を見つける。空っぽに見えた箱だったが、そこ

には、目に見えない何かが封じ込められており、ネズミは不安を感じ

る。 

交易商人たちが話していた恐ろしい騎馬民族「漆黒の馬（ダーク・

ホース）」の話を、かつて、シグルドは遠い物語のように聞いていた。

しかし、ダークホースの影は濃くなり、現実味を帯びて彼らに忍び寄

る。はたして、シグルドたちの運命は？ 

２００２年度ガーディアン賞、カーネギー賞の最終候補作。 

 



他にもこんな本あります♪ 

 

○『愛されヘア＆メイク』 

朝日光輝∥著 ＫＫベストセラーズ 2009年 595.4/ア ﾃｨｰﾝｽﾞ 

   

○『アシッド・ブルーム』 

蜷川実花∥撮影 エディシオン・トレヴィル 2003年 748/ニ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『空の模様』 

Ｈａｂｕ∥著 ピエ・ブックス 2006年 748/ハ 一般 

 

○『ＲＤＧ レッドデータガール はじめてのおつかい』 

荻原規子∥著 角川書店 2008年 913/オ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『鉱石倶楽部』 

長野まゆみ∥著 文藝春秋 2005年 911.56/ナガ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『ガールズ・ブルー』 

あさのあつこ∥著  ポプラ社 2003年 913/ア ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『スノーフレーク』 

大崎梢∥ 角川書店 2009年 913.6/オオ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

「気になる、この本！」 

「この本読んで！」の投稿を紹介します。 

『山古志村のマリと３匹の子犬』桑原眞二∥著 645.6/ｸ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

＊勇気がもらえます！！（成瀬寛飛さん） 

「Ｆｒａｔｔｏ」雑誌旅行 

＊季節ごとに出る雑誌です。写真がとっても素敵！若者向けじゃないかもしれないけど 

 かっこいい本です。ぜひ手にとってみて！！（ららさん） 

 

掲示板前においてある「気になる、この本！」「投稿しよっ！」用紙を知ってい
ますか？「友だちに紹介したい！」とか「図書館にあったら、読んでみたいなぁ～」
というみんなの声を募集しています。投稿、お待ちしてます！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ★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「深い海」です。お楽しみに！ 

『カラフル』森絵都∥著 理論社 1998 年 913/モ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 死んで魂だけになったぼく。生前に犯した大きな罪によって、輪廻の

サイクルから外されてしまった。そこへ突然天使が現れて、ぼくは再挑

戦のチャンスを与えられた。それは、小林真という最近自殺したばかり

の少年の体に潜り込んで現世でもう一度修行をし（天使業界では「ホー

ムステイ」というらしい）、生前に犯した罪を思い出さなければならない

というものだった。真は友達が一人もいない冴えないヤツで、父親は利

己主義、母親は不倫、兄は意地悪だし、初恋の女の子は援助交際…真を

取り巻く環境は最悪だ。 

しかし、真として生活していくうちに、人間ってそんなに単純なもの

ではないことがわかってきた。そしてぼくは本当の罪を思い出す…。 

『しろいうさぎとくろいうさぎ』 

ガース・ウィリアムズ∥ぶん・え まつおかきょうこ∥訳 福音館書店 1983 年 E/ウ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 ふわふわもこもこの白と黒のかわいいうさぎが登場する名作絵本

です。小さいころ読んで、知っている人もいるのでは？ 

 いつも楽しく遊んでいる二匹。けれど、今日はなんだか黒うさぎ

の元気がありません。どうやら考えごとをしている様子。どうした

のと繰り返し訊ねる白うさぎに、とうとう黒ウサギは考えごとを打

ち明けます。「ぼく、ねがいごとを しているんだよ」 

その願いごととは？ほほえましい二匹にほっこり癒されます。 


