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発行：田原市図書館  

（ＴＥＬ０５３１－２３－４９４６） 

 

◆ とぴっく ◆ 

Read me ! 「特集■movie」 
新着図書・この本読んで！ 

コラム◇怪談図書館レポート 

季刊ブックレビュー 

 movie 



††† 怪談図書館レポート ††† 
 

８／２４（水）図書館閉館後、『一夜限りの怪談図書館』が開催されました！ 

第１部は、こども室おはなしの部屋にて、７／３１に開催されたティーンズ怪談学

校に参加した地元の高校生達が執筆した、郷土にちなんだちょっと不思議でこわー

い話の朗読。 

第２部は、真っ暗な図書館フロアでの肝試し。閉館後にだけひっそりと開店してい

るという夜店で『目玉すくい』や『生首輪投げ』などのゲームに挑戦してもらいました。

もちろん最後は３階の閉架書庫で…（キャー!!） 

 

今年はテレビ愛知『３時のつボッ！』のアナウンサー相澤

伸郎さんが飛び入りで朗読に参加したり、肝試しに挑戦した

りと、参加者と一緒に盛り上がってましたよ☆ 

相澤さんが一番怖がってた気がするな～（笑） 

 

また、今年は怪談図書館ボランティアの中高生５人が、ネタ作り・小道具制作・当

日のおどかし役として参加してくれました！ 

５人の感想はこちら… 

★去年はおどかされる側でしたが、今回はおどかす側で参加しました。 

去年以上に楽しかったです！                       （クローバー） 

★夜はテンションがめっちゃ上がります↑↑だから来年も…（笑       （ａｌｉｃｅ） 

★おどかす側の方が絶対たのしいです！参加するべき☆☆        （ｉＲｕｍａ∞） 

★おどかされる側も楽しいと思うけど、おどかす側はすごく楽しかった。（じゃがりこ） 

★てきとうにおもしろいので来年きてください              （無類の女好き） 

 

 

 

 

★★「みどりの翼 臨時増刊号」同時発行 ★★ 

 ７/３１(日)に開催された【ティーンズ怪談学校】に参加して 

くれた全員の作品を１冊にまとめました！力作揃いですよ～ 

こちらもお見逃しなく♪ 



☆特集 movie☆ 
 

最近映画を見ましたか？ 

面白かった映画が原作だと全然違う展開だったり、 

逆に原作の方が面白かったり････ 

 今回はそんな映画の本の特集です。 

 原作、役者の話、レシピなど 

 色んな角度で映画を楽しんでみて下さい♪ 

 

 

あのお菓子食べたかった! 

「シネマ・スイーツ あの映画に出てきた！お菓子のレシピ集」 

ぴあ 2004年 596.65/シ 一般 2階 

                 「アメリ」のクレーム・ブリュレ、「ショコラ」のト

リュフ、「チャーリーズ・エンジェル」のバナナ&チョ

コチップマフィンなど、映画に出てきたお菓子のレシ

ピ集です。レシピのほかにお店で買える映画登場のお

菓子も紹介されているので、お菓子作りはむずかし

い･･･という人も安心(？)です。映画を見ながら同じお

菓子を食べると登場人物の気分になれるかも？ 

大嫌いで、大大大好き 

「私の優しくない先輩」 

日日日∥著 講談社 2010年 913.6/アキ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 西表耶麻子は体の弱く運動もできない女子高生。そんな耶

麻子に運動を勧める性格がうっとうしい不破先輩に大好きな

愛治君宛のラブレターを見られた！先輩は耶麻子を応援しよ

うと愛治君や耶麻子の同級生喜久子を巻き込んで出店大作戦

を決行。しかし耶麻子は愛治君の秘密を知ってしまい･･･!?映

画主演は田原出身の芸人、はんにゃの金田哲さん。不破先輩

を金田さんのイメージで読むとピッタリで面白いです。 



続編『ガラスの大エレベーター』もあるよ 

「チョコレート工場の秘密」 

ロアルド・ダール∥著 評論社 2005年 933/ダ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 世界一広大で有名なワンカのチョコレート工場。誰も見

たことがない工場に招待された５人の子どもたち。彼らが

見たチョコレート工場の秘密とは？ 

２００５年にジョニーデップ主演で映画化されヒットした

『チャーリーとチョコレート工場』の原作です。図書館で

は１９７１年に制作された『夢のチョコレート工場』も所

蔵しています。見比べてみても面白いのでは？ 

ずっと忘れられない大切な人… 

「スノーフレーク」 

大崎梢∥著 角川書店 2009年 913.6/オオ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

大好きだった幼なじみの男の子、速人は６年前に一家心

中で死んでしまった。「溶けない雪の欠片を見に行こう」

という約束を残したまま。函館に住む高校３年生の真乃

は、高校卒業を間近に控えたある日、街で速人によく似た

男の子を見かけた。速人が死んでしまった事をいまだに信

じられない真乃は、６年前の真相を調べ始めたのだが、そ

こには思いがけない真実が隠されていた。 

剣の道とは？ 

「武士道シックスティーン」 

誉田哲也∥著 文藝春秋 2007年 913.6/ホン ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 小さな頃から剣道を始め中学で全国２位の磯山香織と日

舞の経験はあるものの剣道は始めたばかりの西荻早苗。市民

大会で出会い、同じ高校で再会した二人は正反対ながらもお

互い良いライバル関係。勝敗がすべての香織にとって、楽し

い剣道をめざす早苗の存在はまったく理解できないものだ

った。だけど、剣道に対する早苗たちと自分の感覚の違いに、

香織は自分にとっての剣道とは何かを見失ってしまう。 



３００万円返済できるか!? 

「シアター！」   

有川浩∥著 アスキー・メディアワークス 2009年 913.6/アリ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 人気はあるけど経営下手な劇団を主宰する弟、巧が３００

万貸してくれと泣きついてきた!?兄の司は３００万円貸す

事を引き受ける。ただしその条件は、２年以内に劇団の売り

上げで借金を返済する事。できなければ巧の劇団は潰されて

しまう。プロ声優の期待の新人や経営を引き受ける司を加え

て巧の劇団は借金返済に向けて再始動するが････!?続編「シ

アター！2」舞台脚本「もう一つのシアター！」もあります。 

ロリータちゃん、ヤンキーちゃんに出会う 

「下妻物語」 

嶽本野ばら∥著 小学館 2002年 913.6/タケ 一般 

 駄目親父のせいで、茨城の片田舎下妻市に引っ越した桃

子。田んぼに囲まれた下妻で、老人やヤンキーからの視線

にも負けず大好きな「BABY, THE STARS SHINE 

BRIGHT」の服を着て歩く筋金入りのロリータである彼女

が出会ったのは典型的なスケバンスタイルのヤンキーイチ

ゴ。見た目も中身も正反対な２人の友情？物語。 

 ちなみにパチンコは高校生不可、煙草は二十歳から☆ 

おばあちゃん…大好き！ 

「西の魔女が死んだ」 

梨木香歩∥著 小学館 1996年 913/ナ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 まいは、中学に入学して間もなく人間関係が原因で不登

校になってしまい、田舎の祖母の家でしばらく生活するこ

とになった。祖母は魔女の血を引くというイギリス人で、

母とまいは「西の魔女」と呼んでいた。まいも魔女になる

ために、祖母と一緒に魔女修行を始めたのだが、修行とい

っても特別なことではなく、毎日規則正しい生活を送り、

何でも自分で考えて決めるということだった。 



彼女が見つけた幸せとは 

「死ぬまでにしたい１０のこと」 

ナンシー・キンケイド∥著 和田まゆ子∥訳 詳伝社 2003年 933.7/キン 一般 

ある日突然余命２ヶ月と告げられたら、あなたは何をしま

すか？ 

２３歳のベリンダは３人の子供と失業中の夫と５人で暮

らしている。突然の腹痛に襲われ、運ばれた病院で医師から

ガンで余命２ヶ月と告知される。ベリンダは「死ぬ前にした

い１０のこと」というリストを作り、１つずつ実行していく

ことにした…。 

人生は映画に学べ 

「シネマガール」 

吉野万理子∥著 角川書店 2009年 913.6/ヨシ 一般 

 ２５歳の真琴は黄桃学園大学総務課の職員。彼氏ナシ、仕

事もつまらない面白くない毎日が、初代理事長の孫の一条リ

ラの登場で一変。しかし、リラの存在を煙たがる理事長によ

って大学の廃校計画が持ち上がる。真琴たちは計画を阻止し

ようとリラをリーダーに立ち上がる。 

 作中でたくさんの映画が紹介されます。図書館で所蔵して

いる DVD もあるので、見てみてくださいね。 

 

☆「ｍｏｖｉｅ」なＣＤ＆ＤＶＤ 

ＣＤ『アニメンティーヌ』 ＣＤ２０２/ク 中央 

 ジブリ映画『崖の上のポニョ』やアニメ『タッチ』の主題歌をクレモンティーヌがフラ

ンス語や英語でカバー。みんなが知ってるあの曲が全く違った印象に♪♪ 

 

ＤＶＤ『エラゴン 遺志を継ぐ者』 Ｃ４２/エ 赤羽根 

 邪悪な王に支配された国で、国を守るとされるドラゴンライダーに選ばれた１７歳の少

年エラゴンは、数々の困難に立ち向かい成長していく…。 

 

★★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♪ 

 

○『毛沢東のバレエダンサー』 

リー・ツンシン∥著 徳間書店 2009年 769.95/リ 一般 

 

○『１２歳からの映画ガイド』 

佐藤忠男∥著 小学館 2007年 778/サ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『ゴールデンスランバー』 

伊坂幸太郎∥著 新潮社 2007年 913.6/イサ 一般 

 

○『Ｋｉｄｓ』 

乙一∥原作 坂東賢治∥脚本 相田冬二∥ノベライズ 

角川書店 2008年 913.6/オツ 一般 

 

○『チョコレートコスモス』 

恩田陸∥著 毎日新聞社 2006年 913.6/オン 一般 2階 

 

○『マリア様がみてる』 

今野緒雪∥著 集英社 1998年 913.6/コン ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『ブレイブストーリー』全４巻 

宮部みゆき∥著 角川書店 2006年 913.6/ミヤ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『かいじゅうたちのいるところ』 

デイヴ・エガーズ∥著 河出書房新社 2009年 933/エ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予告：次号の特集は「コイバナ┰」です。お楽しみに♪ 



☆新着図書・この本読んで！☆ 
めざせ横綱！ 

「セキタン！ ぶちかましてオンリー・ユー」 

須藤靖貴∥著 講談社 913/ス ﾃｨｰﾝｽﾞ 

中３の夏、大関治は進路に恋に悩んでいた。行きつけの

中華料理屋で突然ナゾの男に相撲の道へ進むことを勧めら

れ、相撲になんて全く興味がなかった治だが、中学卒業と

同時に相撲部屋へ弟子入りすることに…。 

「セキタン」とは、「急ぐ」という意味の相撲業界の隠語。

幕内力士目指してひたすら努力し続ける姿がカッコイイ！ 

約束は交わさない 別れは引きずらない 

「夜の光」 

坂木司∥著 新潮社 913.6/サカ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

  ジョー、ゲージ、ギィ、ブッチの４人はスパイとして自

分を隠して戦場に居る。４人の戦場は学校、家庭とそれぞ

れ違う。共通点はスパイである事と天文部で一緒にコーヒ

ーを飲み、星を眺めている事。日常を戦場にしている４人

とその周りで起こる少し不思議な出来事をそれぞれの視点

で描いた連作短編。ちょっと切ないような、温かいような、

不思議な気分になれます。 

夜空に繰り広げられるドラマ☆ 

「すごい夜空の見つけかた」 

林完次∥写真・文 草思社 440.87/ハ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

『宙の名前』でも有名な天文作家による夕方から夜にか

けての空の写真集。雲の間から陽光が差すことでできる

「天使の梯子」や、肉眼でも見える「オリオン大星雲」な

ど見ているだけでもため息が出そうな写真ばかりです。 

１２月１０日には日本でも深夜ごろ皆既月食が見れる

ので、たまにはロマンチックに夜空を見上げてみては？  
 


