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発行：田原市図書館  

（ＴＥＬ０５３１－２３－４９４６） 

 

 

◆ とぴっく ◆ 

Read me ! 「特集■ぞっとする…」 

新着図書・この本読んで！ 

図書館からのお知らせ 

季刊ブックレビュー 

 

ぞっとする… 



怪談図書館 開催日時決定！！！！！！ 

今年も怪談図書館の季節がやってきました！！第３弾は地元で 

活躍中の劇団タハラジャさんをお迎えして、さらにパワーアップ！ 

一夜限りの怪談図書館～ミステリアスナイト～ 

日時：8 月 22 日（水）閉館後 

場所：田原市中央図書館 

対象：中学生～高校生（限定です！！） 

詳細は近日告知！！ 

ポスター・ＨＰをみてね 

 

怪談図書館まで待てないよ！というあなたへ・・・ 

地元の不思議ネタを盛り込んだ小説をかいてみませんか？ 

プロが添削してくれるよ 

やしの実不思議塾 2ndティーンズ怪談学校 

日時：7 月 29 日（日）午前 10 時～午後 15 時（予定） 

定員：10 名程度 

対象：中学生～高校生 

怪談図書館中高生ボランティア同時募集！！ 

初打合せ：7 月 22 日（日）午後 1 時～（1 時間程度） 

定員：  5 名程度 

中央図書館のカウンターまたは電話（0531-23-4946）にて受付中 

  ※どちらも定員には限りがあります。友だち同士の参加もＯＫ！ 

 

 

 

 

 

 

 

★『読書感想文おすすめ本』展示★ 

今年も読書感想文にオススメの本を展示します 

読書感想文のための本を探す人も、そうでない人も 

のぞいてみて下さいね♪ 

期間：7 月 14 日（土）～8 月 31 日（金） 場所：ﾃｨｰﾝｽﾞｺｰﾅｰ 



… 特集 ぞっとする… … 
 

 

夏恒例のこわ～い話の特集です。 

今回は怪談だけに限らず、不思議な話や 

悲しいけど知ってもらいたい現実の話など 

背筋が「ぞっとする…」本を集めました。 

読めば夏の暑さを忘れられるかもしれませんよ？ 

 

 

はじめまして わたしは悪い本です 

「悪い本」 

宮部みゆき∥作 岩崎書店 2011 年 726.6/ヨ 一般 

この本はあなたにこの世でいちばん悪いことを教

えてくれます…あなたはこの本を読みますか？読ん

だら後戻りできなくなるかもしれない。 

こんな本があるという事は忘れたほうがいい…。 

しかしこの本はささやきます。 

「あなたがわたしのことをわすれても 

    わたしはあなたのことをわすれない」 

ペットを最期まで飼うということ 

「ボクたちに殺されるいのち」 

小林照幸∥著 河出書房新社 2010 年 645.6/コ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 ペットは家族の一員ですが、近年飼い主の勝手な理

由から捨てられる動物が増えています。捨てられた動

物は身近な生態系を壊す「外来種」になったり、動物

愛護センターに送られ、殺処分になるというぞっとす

る現実がつきつけられるのです。 

この本を読んで、捨てられた動物たちの命に向き合っ

てみませんか。 



彼女はどうして自殺してしまったの？ 

「１３の理由」 

ジェイ・アッシャー∥著 講談社 2009 年 933/アツ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 主人公のもとに送られてきたテープに録音され

ていたのは２週間前自殺したハンナの声だった。彼

女はどうして死を選んだのか。自分の死に関わった

人達に彼女は思いもよらない理由を語りはじめる。 

自分がだれかの人生の一部分に関わることによっ

てその人の人生に大きく影響することがあるとい

うことを深く考えさせられます。 

「いい子」って何だろう？ 

「僕とおじいちゃんの魔法の塔 １」 

香月日輪∥著 角川書店 2010 年 913.6/コウ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 勉強もスポーツも何でもできる弟と違って、陣内

龍
たつ

神
み

は勉強まあまあ、運動もそこそこのごく普通の

小学生。ある日、サイクリングで辿りついた岬で見

つけたのはキレイな庭に囲まれたまるで本に出てく

るような不思議な塔だった。そこで龍神は自分が生

まれる前に死んだはずの祖父（しかも若い！）に出

会う。現在４巻まで出ています。 

私には話しかけないでください。 

「こころ 不思議な転校生」 

七瀬晶∥著 角川書店 2011 年 913/ナ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 「この学校で友達を作るつもりはありません。」転

校初日にきっぱりとそういった昭島こころ。クラス

の中で孤立する彼女のことが気になる双葉絆は遠足

での事故をきっかけにこころと仲良くなる。ある日

こころから「私は人の心が分かる」と告白され…。

他人の心を読むことができる能力、もしあなたなら

どう使いますか？ 



60 編の小さな怪談集 

「放課後怪談部」   

吉田悠軌∥著 六月書房 2011 年 147/ヨ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 高校時代に仲良しだった友人の自殺。最後に行った

旅行の写真を見てみるとそこに写っていたのは…!「三

人写真」遊びに来た彼氏(自称霊感あり)がソファの下

にびしょ濡れの男を見たと言う。頼まれ確認してみる

と…。「ソファの下」2～6 ページ程の短い怪談を集め

た怪談本です。最後の怪談を読んだ後、背筋がぞっと

する事間違いなしの一冊です。 

犯人は誰？ 

「十角館の殺人」 

綾辻行人∥著 講談社 2008 年 913/ア ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 K＊＊大学の推理小説研究会の 7 人は無人島『角

島』へ合宿に出かけた。半年前に殺人事件のあった

島での合宿という事で浮かれていた 7 人だったが、

二日目の朝、机の上に「被害者」「探偵」「殺人犯人」

と書かれた 7 枚のプレートが見つかり…。一方、本

土の方でも角島で死んだ人間から推理小説研究会の

人間へ手紙が届くという事件が起こっていて…？ 

ゾンビになったらまずこれを読もう★ 

「ゾンビの作法 もしもゾンビになったら」 

ジョン・オースティン∥著 太田出版 20011 年 049/オ 一般 

世界初（？）ゾンビのためのゾンビマニュアル本。

ゾンビと人間の見分け方は？人間ってどうやって襲

えばいいの？そんなゾンビによくある疑問に応える

一冊。ゾンビの祖先「ゾモ・サピエンス」と人間の戦

いの歴史から、群れでの狩りの仕方まで掲載。これ一

冊でゾンビの事が網羅できちゃいます。 

最後まで読むと思わずぎょっとする仕掛けが…。 



怖くない話もあるよ。 

「ほんとうにあった 12 の怖い話」 

スーザン・プライス∥作 長崎出版 2011 年 933/プ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 結婚の報告のため、死んでしまった幼なじみワーニ

ャの墓に行った青年ミーシャ。すると、死んだはずの

ワーニャが墓から出てきて…「消えたワーニャ」。あ

る朝、魔王と出合った首相。空席があるという地獄の

役職に魔王は誰を選ぶのか…「適任者」。「ほんとうに

あった」かもしれない怖い、不思議な話を集めた一冊。

前作「12 の怖い昔話」も合わせてどうぞ。 

地中に 7 年地上に一週間…これ何だ？ 

「サマーサイダー」 

壁井ユカコ∥著 文藝春秋 2011 年 913.6/カベ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 高一の夏休み廃校となった中学の片付けに駆り出

された、倉田メグ、恵悠、三浦誉の幼なじみの男女 3

人。そんな 3 人にとって忘れられない一年前の夏、

蝉に異様な執着を見せた変わり者の担任教師が変死

体となって発見された。その死に隠された秘密と

は？背筋がぞっとするような、読み終わると絶対蝉

が怖くなります…（泣） 

☆「ぞっとする…」ＣＤ＆ＤＶＤ 

ＤＶＤ『エミリー・ローズ』 Ｃ42/エ 中央 

 ごく普通の大学生だったエミリーは突然、凄まじい幻覚に襲われる。悪

魔にとりつかれたと思った彼女は教会の神父に悪魔祓いを頼むが、命を

おとしてしまう…。悪魔は本当に存在するのだろうか？実話をもとにつ

くられた話です。 

ＤＶＤ『木曜組曲』 Ｃ41/モ 中央 

謎にみちた女流作家の死をめぐり、館に集まる５人の女たちのやりとり

の先にたどりつく真相は…。 

★★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  

 

○『怪のはなし』 

加門七海∥著 集英社 2011 年 147/カ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『もののけ化石の物語』 

葛城綾∥文 高田美苗∥絵 新紀元社 2002 年 388/カ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『廃墟ノスタルジア』 

三五繭夢∥写真・文 二見書房 2003 年 748/サ 一般 

 

○『透明な旅路と』 

あさのあつこ∥著 講談社 2005 年 913.6/アサ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『夏と花火と私(わたし)の死体』 

乙一∥著 集英社 2000 年 913.6/オツ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『消える人たち 九つの不思議な話』 

斉藤洋∥著 小峰書店 1998 年 913/サ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『生き屏風』 

田辺青蛙∥著 角川書店 2008 年 913.6/タナ 一般 

 

○『ミエナイ彼女ト、ミエナイ僕。』 

アンドリュー・クレメンツ∥作 求龍堂 2005 年 933.7/クレ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『魔女が丘』 

マーカス・セジウィック∥作 理論社 2002 年 933.7/セジ ﾃｨｰﾝ

ｽﾞ 

 

○『ヒトラーのはじめたゲーム』 

アンドレア･ウォーレン∥著 あすなろ書房 2007 年  

936/ウオ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予告：次号の特集は「家族」です。お楽しみに♪ 



☆新着図書・この本読んで！☆ 
お菓子の本は旅をする 

「お菓子の本の旅」 

小手鞠るい∥著 双葉社 913.6/コ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

ホームステイ先でうまくなじめない遥に一歩踏み出す勇

気をくれたのは世界でたった１冊しかない「お菓子の本」。

亡くなったお母さんが残してくれた本でした。偶然、本は遥

の手を離れ、たくさんの人のもとへ旅をすることになりま

す。切ない涙のはいったフルーツケーキに、笑顔でつくるぱ

りっとふかふかスコーン…あなたのもとにも幸せな気持ち

になれるお菓子の本が訪れるかもしれません。 

ダイヤモンドは燃やすのが実は大変 

「面白くて眠れなくなる科学」 

左巻健男∥著 PHPエディターズ・グループ 430/サ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 コーラを飲むと骨が溶ける？しょう油を一気飲みすると

死ぬ？一度は聞いた事があるような身近な疑問を科学大好

き！な先生が解説しています。 

その他にもカルシウムは何色？、折り紙の金紙と銀紙の秘

密、など知って「へぇ～」、読み終わったら人に教えたくな

っちゃうような知識が一杯の一冊です。自由研究のヒントに

もなるかも。 

中学生の修学旅行の参考にもなるかな？？ 

「学生でなくても食べに行ける！安くておいしい学生食堂」 

唐沢明∥監修 PHPエディターズ・グループ 377.21/ピ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

皆さん夏休みの予定はもうお決まりでしょうか？特に進

学を予定している高校生のみなさんにぜひ参考にしてもら

いたい一冊。掲載されているのは主に東京、関東の大学で

すが、せっかくのなが～い夏休みなので観光ついでにいろ

んな大学の学食めぐりをしてみませんか？ 

ワンコイン５００円で食べられるものばかりなので、お

財布にも安心です。 
 


