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◆ とぴっく ◆ 

Read me ! 「特集■学校」 

新着図書 

ティーンズ雑誌紹介します 

季刊ブックレビュー 

 

学校 



ティーンズコーナーの雑誌を紹介します 

雑誌をチェックすると、世の中の最新情報がよくわかります☆ 

田原市の図書館には雑誌の種類もたくさんあるよ。 

ティーンズ向けの雑誌はどんなものがあるか紹介します。 

 

☆5 月からあたらしく仲間入り★ 

『CUTIE』 カジュアル・ガーリー系のファッション誌。プチプラの可愛い

系コーデはマネしてみたいものが満載。おしゃれ女子はチェックしてみて。 

 

★勉強のおともに・・・☆ 

『蛍雪時代』 大学受験を目指す人に読んでほしい雑誌。押さえておきたいポ

イントや勉強方法まで参考になる情報が満載。 

『月刊ニュースがわかる』 最近気になるあのニュースやこのニュースをわか

りやすく教えてくれます。新聞はちょっと難しいし、読むのが大変というあな

た！社会の勉強にも使えるよ。 

 

★小説好きな人のための雑誌☆ 

『かつくら』 ライトノベルから刑事モノやミステリーまで小説ファンのため

の雑誌。いろんな小説を読んでみたくなります。 

 

☆最新ファッションをチェック★ 

『スパイマスター東海版』 東海エリアで今流行っているのはコレ！お買い物

の参考にもなります。 

『ピチレモン』 ファッションだけではなく、はやりモノやイベント特集も 

ばっちりおさえています。『かわいい』がいっぱいです。 

 

 

☆その他にもこんな雑誌がそろっています(―_―)!!★ 

『週刊ファミ通』 『ＪＵＮＯＮ』 『ＣｈｏｋｉＣｈoｋｉ』 『non・no』  

『ゴーゴーギター』 

 



… 特集 学校 … 
 

皆さん進学、進級おめでとうございます♪ 

新しい環境には慣れましたか？ 

 

今回は皆さんにとって身近な「学校」の特集です。 

学校好きな人も学校嫌いな人も 

色んな「学校」本を読めばいつもの 

学校がちょっと違って見えるかも？ 

 

13 歳の校長先生！？ 

「サクラ、サク」 

藤原和博∥著 幻冬舎 2005年 374/フ 一般 

 ４月にサクラは中学校に入学した。普通の生徒ではなく新

しい「校長先生」として。学校をカイゼンする事を目指すサ

クラだが、校長先生になれるのはたった 1 年だけ。しかも

学校を変えていくのは思ったより大変で…。 

小説+解説の中学生でも読めるビジネス書です。ビジネス

書ですが日常生活でも大切な事がたくさん書かれています。

ちなみに作者の藤原さんも元中学校の校長先生です。 

かっこよすぎる「学校」 

「ジョーカー・ゲーム」 

柳広司∥著 角川書店 2008年 913.6/ヤナ 一般 

 昭和 12 年、陸軍の多数反対を押しのけて設立されたス

パイ養成学校“D 機関”。過酷なスパイ訓練を受けた訓練生

達はそれぞれ別の任務を受け、スパイとして活動するが…。 

短編集なので全て主人公・登場人物が異なりますが全てに

共通して出てくるのが D 機関の指導者、通称「魔王」の結

城中佐。Ｄ機関の人間も魔王も謎だらけですがとてもかっ

こいいです。一味違う「学校」を楽しみたい方はどうぞ★ 



新しいことをはじめよう！！ 

「空より高く」 

重松清∥著 中央公論新社 2012年 913.6/ｼｹﾞ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 廃校が決まった高校の最後の入学生になった僕ら。気が

ついたら、平凡な高校生活もあと半年。そんな中、熱血中

年教師ジン先生が赴任してきた。 

なにかをはじめようというジン先生の熱い想いに次第に

僕らも影響されてきて…。そんな中、僕は胸がどきどき高

鳴るようなあるモノに出会う。恋に友情、進路の悩み…等

身大の高校生活がぎゅっとつまった 1 冊。 

「ぐるぐる」シリーズは旅好きにオススメ☆ 

「ガオ村ぐるぐる。」 

なかがわみどり、ムラマツエリコ∥作・絵 角川書店 2011 年 292/ナ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 １年のうち８か月は雨が降るというベトナムの奥地にあ

るガオ村（仮）。「ごはん」と「塩」だけで生きている、そ

んな貧しい村の子どもたちの生活を描いたイラストエッセ

イ。電気も水道もトイレすらない生活の中でも生き生きと

暮らしている、絵や字が上手でちょっとシャイな子どもた

ちに思わず笑顔がこぼれます。 

ロボットの転校生がやってきた！ 

「フライ・バイ・ワイヤ」 

石持浅海∥著 東京創元社 2012年 913.6/ｲｼ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

近未来のお話。エンジニアを目指す僕が通う高校に、2

足歩行のロボットが転入してきた。病気のため、学校に行

くことができない一ノ瀬梨香という少女が遠隔操作して

いるらしい。クラスのみんなも戸惑いながら、この変わっ

た転校生の存在を受け入れつつあった。そんな矢先、事件

は起こった！はたして事件の真相は？犯人は？ 

主人公と一緒に推理してみよう。 



先生、何でこの校則できたんですか？ 

「ヘンな校則」   

ヘンな校則研究会∥著 イースト・プレス 2010年 375.2/ヘ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

奈良の学校では「鹿に乗って登下校するのは禁止」で神奈

川では「観光客をからかってはいけない」。冗談のようです

が、実はこれ、ちゃんと校則で決まってるそうです。「電車

では一番後ろの車両に乗らなければならない」「腕まくり禁

止」「銃の持ち込み禁止(本物もオモチャも)」など、「本当に

あるの？」と聞きたくなる＆由来を聞きたくなるような校則

を集めた一冊。あなたの学校にもこんな校則あるかも？ 

学校の謎を解き明かせ 

「マツリカ・マジョルカ」 

相沢沙呼∥著 角川書店 2012年 913.6/アイ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 僕、柴山祐希はある日学校前の廃墟ビルでマツリカと名

乗る美少女に出会う。魅力的だけどちょっとおかしなマツ

リカさんに「柴犬」と名付けられた祐希は、校舎裏に出現

する原始人を探すという変な仕事を言いつけられてしま

う。そして、マツリカさんがたどり着いた原始人の正体と

は？（原始人ランナウェイ）高飛車でミステリアスなマツ

リカさんと、友達ゼロ気弱な柴犬コンビの青春ミステリー。 

みっともなくても、それが私 

「底辺女子高生」 

豊島ミホ∥著 幻冬舎 2006年 914.6/ﾄｼ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 高校デビューに入学早々失敗。気が付けば、クラスの中の

ポジションが「底辺」だった。学校に行きたくなくて１０万

円握りしめて家出をするも捕獲されてしまう。恋ばななんて

全然なくて、学校行事も地味だし。気が付けば保健室登校。

大学院目指していたはずだったのに、赤点の常連になってい

た。その上、出席日数も足りなくなって、卒業も危うい事態

に…。そんな著者の苦―い、だけどがむしゃらな高校生活が

盛りだくさんのエッセイ。 



新学期、悩んでいませんか？ 

「君に伝えたい！ 学校や友達とのルール」 

義家弘介∥著 シーアンドアール研究所 2011年 159.5/ヨ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 もし、仲のいい友だちが同じクラスの別の友だちの悪口を

あなたに言ってきたらどうしますか？なんでネットの掲示

板に匿名で悪口を言ってはいけないのかあなたはわかりま

すか。 

中高生のみなさんが一度は持つような、友だち・いじめ・

恋愛・学校などの悩みを、ドラマ化もされた「ヤンキー先生」

こと義家弘介さんがやさしく解決します。 

楽しいイベントの影に隠されたある計画とは？ 

「文化祭オクロック」 

竹内真∥著 東京創元社 2012年 913.6/タケ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 学校中のみんなが楽しみにしていた東天高校文化祭初

日。DJ ネガポジと名乗る、謎の人物によるラジオ放送が突

然始まった。DJ の軽快なトークに乗せられた元野球部のエ

ース山ちゃんは、動かない学校の時計塔の針めがけてボー

ルを投げ続ける。一方 DJ の無責任な発言に腹を立てた山

ちゃんの片思い相手ユーリは、ミステリー好きな文芸部員

コーラとDJの正体を探り始める。 

 

☆「学校」なＣＤ＆ＤＶＤ 

ＣＤ『１５周年ベスト』栗コーダーカルテット 2009 年 CＤ204/ク 中央 

学校のリコーダーをつかって、みんなでふいてみよう。ダースベーダ―のテーマや    

ピタゴラスイッチなど、一度は聞いたことある曲ばかりです。 

 

ＤＶＤ『青い鳥』 2008 年 Ｃ4１/ア 中央 

いじめが原因の自殺未遂事件があったクラスに新しいせんせいがやってきた。先生は言葉

がつっかえてうまく話せない。だけどとても大切なことを教えてくれます。 

 

 ★★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♪ 

 

○『筆箱採集帳』 

ブング・ジャム∥著 ロコモーションパブリッシング 2009 年 589.73/ブ 一般 

 

○『だいじょうぶ３組』 

乙武洋匡∥著 講談社 2010年 913/オト 一般 

 

○『介助犬を育てる少女たち』 

大塚敦子∥著 講談社 2012年 327/オ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『市立第二中学校２年Ｃ組』 

椰月美智子∥著 講談社 2010年 913/ヤ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『ミュージック・ブレス・ユー！！』 

津村記久子∥著 角川書店 2011 年 913.6/ツム ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『オーダーメイド殺人クラブ』 

辻村深月∥著 集英社 2011年 913.6/ツジ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『中学んとき』 

久保寺健彦∥著 角川書店 2009 年 913.6/クボ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『六番目の小夜子』 

恩田陸∥著 新潮社 2001 年 913.6/オン ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『Ａｎｏｔｈｅｒ』 

綾辻行人∥著 角川書店 2009年 913.6/アヤ 一般 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予告：次号の特集は「動物」です。お楽しみに♪ 



☆新着図書・この本読んで！☆ 
めざせ、オリンピック！ 

「私を変えたオリンピック メダルの色では語れない物語」 

佐藤岳∥著 廣済堂出版 780.28/サ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 ロンドンオリンピック、パラリンピックで日本中をわかせ

た多くのアスリートたち。４年に１度開催される大会に向け

て文字通り人生を賭けて取り組んできたそんな選手たちの

メダルの裏に隠された物語をあなたは知っていますか？男

子競泳リレーで銀メダルを獲得した松田丈志選手をはじめ、

柔道女子金メダルの松本薫選手など輝かしいメダリストの

テレビでは分からない一面が見えてきます。 

こんにちは ひっぱりだこです 

「目でみることば」 

おかべたかし∥文 山出高士∥写真 東京書籍 812/オ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

独活の大木【うどのたいぼく】、玉虫色【たまむしいろ】、

贔屓【ひいき】…聞いたことはあるけど、なんのことかわ

からない言葉が世の中にはたくさんあります。そんな言葉

の由来になったものを実際の姿を写真でまとめた１冊。 

ちなみに表紙の彼らはひっぱりだこ。意味は【人気があり、

方々から引き合いがあること】。日間賀島が名産地なので、

現地で実際にひっぱられている様子をみにいこう。 

手作りケーキで女子会しよう☆ 

「はじめての手作りお菓子クッキー＆ケーキ」 

ブティック社 596.65/ハ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 チーズケーキ、ミルフィーユ、マカロン…お店で見かけ

るとつい食べたくなっちゃう、という人も多いのでは？そ

んな人気のケーキやクッキーを自分で作ってみるのはどう

でしょう？今までお菓子を作った事ないし…という人も大

丈夫、大きな写真で作り方を解説しているので手順がとて

も分かりやすいです。上手くできたらプレゼント、手作り

お菓子を持ち寄ってお茶会、なんてのも素敵かも♪ 

 


