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発行：田原市図書館  

（ＴＥＬ０５３１－２３－４９４６） 

 

◆ とぴっく ◆ 

Read me ! 「特集■ゲーム」 

新着図書 

お知らせ 「ティーンズ工作教室」 

季刊ブックレビュー 

 

ゲーム 
みどりの翼 が あらわれた！ 

みどりの翼 は 仲間にしてほしそうにこちらをじっと見ている！ 

みどりの翼 

 

Vol.44 

特集：ゲーム 

 

どうする？ 

・行動 

・道具 

・逃げる 

 

・読む 

・持って帰る 

・オススメ本を借りる 



イベントの多いこの季節、クリスマスのプレゼントやラッピングの飾りに 

ぴったりなかわいいケーキを作る工作教室を開催します。 

来たれ乙女（乙男も可）！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆日時：平成 25年 12月 15日（日） 

  午後 2時 30分～4時 30分（予定） 

★場所：中央図書館館長室（中央カウンター横） 

☆対象：中学生～高校生 

★定員：10名程度 

☆持ち物：ペットボトルのキャップ 1個、デコ素材 

★申込み：11月 16日（土）午前 10時～ 

 電話または中央図書館カウンターで受け付け 
 

☆問合せ：田原市中央図書館（23-4946） 

 
 

 

ボタン 

 

リボン 

 

レース 

 ビーズ 

 

毛糸 

 

…など 

 



… 特集 ゲーム … 
  

今回のテーマは「ゲーム」です。 

大人気のＲＰＧから、 

チェスやルービックキューブなどの古典的ゲーム、 

知っておきたいゲームとの付き合い方まで。 

 

ますます深まる読書の秋 

あなたはどのゲームの世界に飛び込みますか？ 

 

本当にぴったりはまるから不思議 

「ぴったりはまるの本」 

佐藤雅彦+ユーフラテス∥著 ポプラ社 2006年 726.6/サ 一般 

 真っ白なページに書かれた○や□。実はこの○や□には皆

さんの家にある何かが「ぴったりはまる」んです。「ぜんぶ

つかうとこのかたちになります」「なつにかつやくします」

など一行だけ書かれたヒントを元に、誰が一番最初に「ぴっ

たりはまる」物を見つけられるかゲームをしてみてはどうで

しょう？全部見つけたらオリジナルの「ぴったりはまる」を

作ってみても楽しいかも♪ 

愛すべきボツネタの世界 

「ここはボツコニアン」 

宮部みゆき∥著 集英社 2012年 913.6/ミヤ 一般 

 ボツネタが集まってできた世界「ボツコニアン」で双子の

姉弟ピピとピノが世界を救う（？）冒険の旅にでた。モンス

ターと戦って、お金稼ぎをして武器や防具を買ったり、フィ

ールドをあるくと HP が減っていったり…２人は現実世界

のボツネタとゲームのお約束と作者の都合（笑）に振り回さ

れていきます。果たして２人の運命は…。PRGが好きな人、

必読の１冊です。 



恋する乙女はつきすすむ！！ 

「退出ゲーム」 

初野晴∥著 角川書店 2008年 913.6/ハツ 一般 

部員数が１０人にも満たない弱小吹奏楽部に入部した

チカとハルタの幼なじみコンビ。部員が少なすぎて演奏で

きる曲も限られている中、吹奏楽経験者を部員として獲得

するために、真っ白なルービックキューブに挑戦したり、

演劇部との「退出ゲーム」対決に挑む。さてその結果は？ 

『初恋ソムリエ』、『空想オルガン』、『千年ジュリエット』

と続くハルチカシリーズの第１作。 

クリアするまでは脱出不可能！ 

「ソードアートオンライン １」 

河原礫∥著 アスキー・メディアワークス 2009年 913.6/カワ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 オンラインゲーム【ＳＡＯ】（ソードアートオンライン）

の世界に閉じ込められた１万人のプレイヤーたち。彼らが

無事にＳＡＯから脱出するためには最上層にいるラスボス

を倒さなくてはいけない。…ただし普通のゲームと違う所

はライフゲージがゼロになると、現実世界での死を意味す

るということ。命をかけたＲＰＧがはじまった…。 

大人気シリーズの第 1巻。 

もしも大好きなお父さんが… 

「ヒットラーのむすめ」 

ジャッキー・フレンチ∥著 鈴木出版 2004年 933/フ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 「もしもヒットラーに娘がいたら」そんなテーマで始

まったお話ゲーム。アンナが話す架空のヒットラーの娘、

ハイジの話にマークは次第に引き込まれていく。もしも

自分の親が極悪人と言われる人だったら、子どもである

自分は親を止める事ができるのか？もしそうだったら子

どもにも罪はあるのか？難しい問題ですが、マークと一

緒に考えてみて下さい。 



少年達のマネーゲームの結末は？ 

「歩く」 

ルイス・サッカー∥著 講談社 2007年 933/サ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 少年矯正キャンプを終えてからアームピットは真面目に

働き、高校卒業を目標に学校に通っていた。そんなアーム

ピットの所にキャンプでの悪友 X・レイが現れ、人気歌手

カイラ・デレオンのチケットを転売する儲け話を持ちかけ

てきた。アームピットの不安をよそにチケットは順調に売

れ、２人は大金を得る事ができた。しかし、X・レイのせ

いでアームピットは事件に巻き込まれる事になり…？！ 

？！まさかさかさま！？ 

「たのしい回文」 

せとちとせ∥著 創元社 2013年 807.9/セ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 回文とは、言葉を「逆さ」にして、はじまりと終わりのど

ちらから読んでも同じ音で、意味のある言葉の集まりの事で

す。日常、私たちが接している言葉には意外なところに、こ

の「回文」の素が隠れているのです。この本に出てくる回文

はどれも爆笑必至の名作ぞろい。 

きみも「さかさま」の世界をさまよって、だれもまだ遭遇し

たことのない言葉を発見してみよう！ 

８×８、白黒の６４マスに描かれた美しい軌跡 

「猫を抱いて象と泳ぐ」 

小川洋子∥著 文藝春秋 2009年 913.6/オガ 一般 

 マスターと名乗る男との出会いをきっかけに、「彼」は

チェスの楽しみを知った。そして、マスターの住む廃バス

を改造した住居の中でチェスの腕をみがき、限られた人々

にしか知られない海底チェス倶楽部で「彼」はリトル・ア

リョーヒンと呼ばれる美しいチェスを指す姿を見せない

チェスの名手となった。名前を持たない登場人物たちのつ

むぐ、おとぎ話のような一冊。 



情報を上手に使う技を身につけよう！ 

「気をつけよう！情報モラル １」 

秋山浩子∥文 汐文社 2012年 007/ア ﾃｨｰﾝｽﾞ 

みなさんの中にもスマホを使いこなしている人も多いは

ず。好きなアプリをダウンロードしてゲームをしたり、メ

ールをしたり…とても便利で楽しいですよね。だけど 1つ

間違えると、個人情報がもれてしまったり、パスワードを

盗まれるなど、とんでもないトラブルにまきこまれてしま

います。この本を読んで、どういうことに気をつけて、イ

ンターネットを楽しめばいいのか学んでみましょう。 

『ハウルの動く城』の作者によるファンタジー小説 

「バウンダーズ この世で最も邪悪なゲーム」   

ダイアナ・ウィン・ジョーンズ∥著 ＰＨＰ研究所 2004年 933/ジ 児童 

 ごく普通の少年ジェイミーは忍び込んだ古い要塞で正

体不明の〈あいつら〉に出会う。〈あいつら〉のプレイす

るゲームの世界へと連れ込まれてしまったジェイミー。故

郷に向かう者（バウンダーズ）として、様々な世界を何年

も旅するうちにジェイミーと同じように〈あいつら〉によ

ってゲームに参加させられた仲間に出会う。はたしてジェ

イミーたちは元の世界に戻れるのだろうか？！ 

 

☆「ゲーム」なＣＤ＆ＤＶＤ 

ＣＤ『GAME』パフューム 2008年 CＤ211/パ 中央 

 人気のパフュームのＣＤです。アルバム名がテーマそのまま☆テクノポップのピコピコ

音は何だかゲームを連想しませんか？ 

ＤＶＤ『インセプション』 2010年 DVD Ｃ42/イ 中央 

コブは他人の夢の中に入り込む事ができる企業スパイ。そんなコブにある人物の夢にア

イデアを植え付ける依頼が入る。コブは「設計士」「調合師」などの仲間と共に夢の世界を

作り上げるが…。 夢の世界を作って入る様子はゲームのようでスリルがあります！ 

 

★★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♪ 

 

○『中二病超図鑑 ～ファンタジー・軍事・オカルト・化学・神話』 

レッカ社∥編著 カンゼン 2013年 031.8/レ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『ゲームの教科書』 

馬場保仁・山本貴光∥著 筑摩書房 2008 年 589.77/バ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『大人のための世界の「なぞなぞ」』 

稲葉茂勝∥著 青春出版社 2007 年 798/イ 一般 

 

○『京大・東田式日本語力向上パズル』 

東田大志∥著 小学館 2011年 807.9/ヒ 一般 

 

○『しりとり英語』 

ディビッド Ａ．セイン∥著 朝日出版社 2001年 834/セ 一般 

 

○『エンド・ゲーム』 

恩田陸∥著 集英社 2006 年 913.6/オン 一般 

 

○『サラの柔らかな香車』 

橋本長道∥著 集英社 2012年 913.6/ハシ 一般 

 

○『ＩＣＯ』 

宮部みゆき∥著 講談社 2008年 913.6/ミヤ 一般 

 

○『憤死』 

綿矢りさ∥著 河出書房新社 2013 年 913.6/ワタ 一般 

 

○『カラザン・クエスト』 

Ｖ・Ｍ・ジョーンズ∥著 講談社 2005年 933/ジ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予告：次号の特集は「オタク」です。お楽しみに♪ 



☆新着図書・この本読んで！☆ 
パティシエガールへの道はけわしい…でも負けない☆ 

「負けないパティシエガール」 

ジョーン・バウアー∥著 小学館 933/バ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 フォスターは１２歳になっても字を読むことができない

けれど、お菓子づくりだけは誰にも負けない。住んでいた町

をママと二人で飛び出し、たどりついたのは食料品店が一軒

しかない小さな町。映画監督志望のメイコン、ハリウッド女

優のチャリーナさんと出会い、たくさんのお菓子を作るうち

にフォスターのお菓子は町のみんなを魅了していく。 

僕らの怪物を倒す旅がはじまった 

「Ａｒｋｎｏａｈ１」 

乙一∥著 集英社 913/オツ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 ある日、いじめられっこの兄弟アールとグレイは、死ん

だ父親の部屋からみつけた本「アークノア」の世界に迷い

込んでしまう。この世界には犯罪も自然災害も存在しない。

【図書館岬】【千の扉の寺院】【星空の丘】など不思議な場

所が広がっていた。しかし、ある日突然恐ろしい怪物が現

れ、人々を襲いだした。この怪物は兄弟の心が作り出した

怪物だった…。果たして兄弟は怪物を倒して元の世界に戻

ることができるのか？！ 

モアレって何？ 

「プロの技全公開！まんが家入門」 

飯塚裕之∥著 小学館 726/イ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 マンガ大好き！マンガ家になりたい！…でもマンガって

どうやって書くの？そんな人にオススメの入門書です。マン

ガを書くための道具から、集中線の書き方、スクリーントー

ンの貼り方などマンガを書くために必要な技術を分かりや

すく紹介してくれます！その他「名探偵コナン」の作者青山

剛昌先生など有名マンガ家さんの話も紹介されています♪ 

 


