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◆ とぴっく ◆ 

Read me ! 「特集■戦」 

新着図書・この本読んで！ 

「本」クロスワードパズル★ 

季刊ブックレビュー 

 

  戦 



B 

C 

D 

4 月になって進級、進学で環境が変わったと思いますが、クラスや学校にはもう

慣れましたか？新しい環境になった事を機会に色んな事に挑戦してみてはいかが

でしょう？ティーンズ担当も新しい事に挑戦、という事でクロスワードパズルを作っ

てみました☆本に関係する言葉でカギを作ってみたので、ぜひ遊んだ後はカギに

なってる本を読んでみてくださいね～。 
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タテのカギ 

1オーエン・コルファー作「○○○○

○・ファウル」みどりの翼で紹介し

てるよ☆ 

2 ガース・ニクス作の人気シリーズ

「王国の○○」 

3「ダレン・シャン」の主人公ダレン

は半分人間、半分○○○○○ 

6ダレンの妹、○○○・シャン 

 

ヨコのカギ 

1ハリー・ポッターの三作目「○○○

○○の囚人」 

4 ナルニア国物語四作目「○○のい

す」 

5森博嗣作スカイ・クロラ、第二作目

「ナ・バ・○○」 

7 ジョーダン・ソーネンブリック作 

病気の弟と兄の絆をえがく作品「ち

いさな天使とデンジャラス・○○」 

8リュック・ベッソン作「アーサーと

○○○○たち」 映画化もしたよ！ 

9セルジュ・ブリュソロ作 魔法の瞳

を持つ女の子の人気シリーズ「ペギ

ー・○○」 みどりの翼で紹介☆ 

10モンゴメリ作の名作「赤毛の○○」 

 

 

 

 

A B C D 

★ティーンズコーナー掲示板に投稿しよう★ 

ティーンズコーナーの掲示板では皆さんの 

オススメの本の紹介やイラストを随時募集しています。 

掲示板前の用紙に記入して専用 BOXに入れてね☆ 

A 
できないかも？ 

パズルが解けないと 



… 特集 戦… 
 

４月ですねー。皆さん新入学・新学期おめでとうございます。 

今回のテーマは「戦」です。戦国時代や、皆も気になる就活、 

男子にはちょっとコワイ？女子の世界、知られざる雑草の 

世界などさまざまな「戦う」本を紹介します。 

 

今回の特集テーマは、前回に引き続き 

職場体験の中学生からのリクエストです。 

 

サムライの実態は！ 

「わかっちゃう図解 サムライ」 

サムライ研究会∥著 新紀元社 2011年 210.5/サ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 サムライは、戦いだけじゃない！？時代とともにサムラ

イの生活や役割が変わっています。この本には、サムライ

の生活や「サムライと武士の違いは？」「サムライはビジ

ネススクールに通っていた！?」「サムライのガイドブック

があった？」など質問形式やイラストで詳しく解説されて

います。歴史が嫌いな人でも、楽しくサムライ生活が学べ

る一冊です。 

友達ってどうやってつくるの？ 

「どうにかしたい！」 

黒野伸一∥著 理論社 2010年 913/ク ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 中学 2 年生のすみれは、ごくフツーのまじめな女の子。

しかし友達が居なかった。こんな状況にすみれはどうにか

しなきゃと思い行動にうつす。そんな中憧れのあおいちゃ

んと仲良くなるが…。思春期特有の感情に押し流されなが

らも、すみれは懸命に自分の居場所を見つけようとする。 

すみれの淡い恋や親との関係など思春期に起こる問題が描

かれています。大人になった私が読んでも胸が痛くなる。 



子供達の反乱 

「ぼくらの七日間戦争」 

宗田理∥著 ポプラ社 2007年 913/ｿ 児童 

 終業式を終えた日に、突然１年 2 組の男の子達が姿を消

した。男の子達は廃墟の工場に「解放区」を作り７日間に

及ぶ大人達との戦いが始まる。親だけじゃなく教師、警察

官、市長までも巻き込んでしまう…。1985 年に発売され

20 年間愛されつづけ映画化にもなった作品です。小説版と

映画版で違いがあるのでそちらもチェックしてね！映画版

では「戦」で使う武器まで登場します。 

内定を勝ち取れ 

「シューカツ！」 

石田衣良∥著 文藝春秋 2008年 913.6/イシ 一般 

大学３年生になり、就職活動が始まった千晴はマスコミへ

の就職を希望する仲間達とシューカツプロジェクトチーム

を結成した。千晴は、就職活動していく中で、働く意味や

自分自身を見つめ直していく。将来への不安に押しつぶさ

れていく千晴は仲間達に支えてもらいながらも持ち前の明

るさで乗り越えていく。千晴や仲間達は無事に内定を勝ち

取れるのか…！? 

自分との戦い 

「NO LIMIT ノーリミット 自分を超える方法」 

栗城史多∥著 サンクチュアリ出版 2010年 786.1/ク ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 気温マイナス４０度、酸素が地上の３分の１という過酷

な８千メートル級の山々に「無酸素、単独、さらには世界

初の登山インターネット中継」での登頂に挑戦する若手登

山家によるエッセイ。テレビでドキュメンタリーとして放

映されたこともあるので、知っている人も多いのじゃない

でしょうか。困難な状況に立ち向かう時にどうすればいい

のか、ちょっとしたヒントが見つかるかも。 



天才少年、妖精を誘拐＋身代金要求 

「アルテミス･ファウル 妖精の身代金」   

オーエン・コルファー∥著 角川書店 2002年 933/コ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 12 歳のアルテミスは犯罪一家ファウル家の天才少年。1

年前にお父さんが事故で行方不明になって以来、お母さんは

寝込んでしまい、家は没落気味。そんな状況を立て直そうと

アルテミスが計画したのは妖精を誘拐し、身代金に黄金を要

求する事だった！ハイテク機器や魔法を使いこなす妖精達を

相手にアルテミスは無事(？)身代金を奪い取れるのか！？ 

※誘拐は犯罪です。絶対に真似をしないで下さい 

歴史を変えたい人ＶＳ歴史を変えたくない人 

「僕たちの関ヶ原戦記」 

小前亮∥著 光文社 2011年 913.6/コマ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 啓太はいつもの朝に違和感を覚えていた。日本の首都が大

阪になり、昨日まで居た妹が存在しなくなっている。その違

和感の原因は関ヶ原の合戦の勝敗が誰かの手で入れ替えら

れてしまった事だった！友人のナツキと純也、塾の先生と共

に啓太は歴史を正す役目を任されてしまう。しかし歴史を変

える力を使い過ぎると元の時代に帰れなくなり、その時代の

人間として生きていくというルールもあって…！？ 

女子はいつでも戦ってます 

「女子の国はいつも内戦」 

辛酸なめ子∥著 河出書房新社 2008年 367.68/シ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

クラスで仲良く見える女子…実はその裏では性格や見た

目による派閥とそれを維持しようとする戦いが繰り広げら

れていた！？「派手系」「オタク系」などの分類を項目ごと

にシュールに解説。そしてそんな女子の国で生きるための

処世術を紹介。女子は共感、否定あるいは派閥争いの思い

出に浸るために、男子は女子を知るために、常に内戦中の

女子の国の内情をちょっと覗いてみませんか？ 



知られざる戦いがここにある！ 

「雑草たちの陣取り合戦」 

根本正之∥著 小峰書店 2004年 470/ネ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 道ばたや花壇に生えている雑草、学校での草むしりで抜い

てもどんどん生えてしまって、なかなか手強い相手ですよね

（泣）。雑草と言っても、その生え方や繁殖方法（この本の

中では「陣地を拡大していく戦術」としています）などさま

ざまな戦略がこの本では出てきます。普段は何とも思わずに

通りすぎていた空き地が気になってしまいそう。あなたも陣

取り合戦を観察してみよう！ 

戦いの果てに残ったものとは 

「アギーの祈り」 

濱野京子∥著 偕成社 2010年 913/ハ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 十二年にもおよぶハルーン、テルン、マケラ三国間の戦争

が終結を迎え、三国に囲まれたスサ島は家を失った難民たち

で溢れていた。そんなスサ島に開かれた学堂で教師として働

くアギーたちのもとに、ラキという少女がやってくる。やせ

細り、ぼんやりしたラキだが、彼女には優れた舞の才能が隠

れていた。一方失踪したかつての舞姫を探す兵士たちの捜索

の手が学堂に伸び、アギーに疑いの目が向けられる。 

 

☆「戦」なＣＤ＆ＤＶＤ 

ＣＤ『ちょんまーじゅ：TV 時代劇音楽集』 ＣＤ２05/チ 中央 

 大人気シリーズ「ちょんまげ天国」と「イマージュ」がコラボレーション！「遠山の金

さん捕物帳」や「暴れん坊将軍」など有名な時代劇を彩る音楽をお楽しみ下さい☆ 

ＤＶＤ『ラストサムライ』 Ｃ４２/ラ 中央 

日本に軍隊の教官として招かれたオールグレン大尉は、サムライを根絶しようと目論む

官軍と戦う勝元の村へと連れて行かれる。そこでサムライの生活を目の当たりにしたオー

ルグレンはサムライに心を寄せていくが･･･ 

 

★★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♪ 

 

○『戦争が終わっても』 

高橋邦典∥写真・文 ポプラ社 2005年 367/タ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『笑う入試問題』 

新保信長∥著 角川書店 2003年 376.8/シ 一般 

 

○『男の子のための軍隊学習のススメ』 

高田里惠子∥著 ちくまプリマー新書 2008年 390.4/タ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『臆病者と呼ばれても 良心的兵役拒否者たちの戦い』 

マーカス・セジウィック∥作 金原瑞人・天川佳代子∥訳 あかね書房 

2004年 393/セ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『タイガとココア 障害をもつアムールトラの命の記録』 

釧路市動物園∥写真 林るみ∥文 朝日新聞出版 2009年 489.53/ハ 一般 

 

○『ニャンコ、戦争へ』 

菊池秀行∥著 平松尚樹∥絵 小学館 2005年 913/キ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『ボクナナ！』 

岡田慎一∥著 文芸社 2008年 913.6/オカ 一般 

 

○『異邦人 Lost in labyrinth』 

吉野匠∥著 幻冬舎 2008年 913.6/ヨシ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『ペギー・スー 魔法の瞳をもつ少女』※シリーズ 11巻まで所蔵あり 

セルジュ・ブリュソロ∥著 金子ゆき子∥訳 角川書店 2002年  

953/ブ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予告：次号の特集は「ぞっとする・・・」です。お楽しみに♪ 



☆新着図書・この本読んで！☆ 
覆面レスラー、新人介護士になる 

「覆面介護士ゴージャス★ニュードウ」 

木村航∥著 双葉社 913.6/キム ﾃｨｰﾝｽﾞ 

ゴージャス★ニュードウは生き別れのママを探す宇宙の

迷子の悪役レスラー。そんな設定でリングに立っていたゴ

ージャス★ニュードウことケンタローは突然リングを降

り、戦いの場を介護施設「しおかぜ荘」に移して新人介護

士になった。「しおかぜ荘」に居るのは一癖もニ癖もある利

用者ばかり。その中にはケンタローのお母さんも居て････。 

前作「愛とカルシウム」の環ちゃんも出てます。 

ﾌﾟーさんのお菓子を召し上がれ 

「児童文学キッチン お菓子と味わうおいしいブックガイド」 

小林深雪∥著 講談社 909/ｺ  ﾃｨｰﾝｽﾞ 

「クマのプーさん」「鏡の国のアリス」から「銀河鉄道の

夜」など 23 の物語の紹介と本から生まれたお菓子が再現

されています。この本の中で紹介されている物語を読んで

見るのも楽しいし、お菓子作りが好きな人は再現されたお

菓子を作ってみても面白い！一度読んだことがある人は、

再現されたお菓子を見てドキドキわくわくしちゃうは

ず！！また、あらためて本を読みたくなる本です。 

マイナス２０℃が暖かいってどういうこと？！ 

「マイナス５０℃の世界」 

米原万里∥著 角川ソフィア文庫 292.93/ヨ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

十二月の平均気温がマイナス５０℃（！）になるという

ヤクート自治共和国（現ロシア領サハ共和国）でのテレビ

撮影に、通訳として同行した著者のシベリア旅行記。吐く

息でまつげが瞬く間に真っ白になってしまったり、釣り上

げた魚が十秒で「冷凍」状態になってしまったり、極寒の

なか壁も屋根もないトイレ（汚いけど全部凍っているので

臭くない）など、びっくりしてしまうことばかりです。 
 


