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（ＴＥＬ０５３１－２３－４９４６） 

◆ とぴっく ◆ 

Read me ! 「特集■オタク」 

新着図書 

お知らせ 「ティーンズ工作教室」を 

      開催しました！ 

季刊ブックレビュー 

 

オタク 



 

 

 

 

 

 

平成２５年１２月１５日（日）にティーンズコーナーで 

ペットボトルキャップをデコってふわふわケーキをつくる工作教室を 

行いました。 

オリジナリティーあふれる力作をたくさんつくってくれました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

みんなの作品 

ケーキの作り方 

１．キャップの上部に両面テープを貼り、その上からフェルトやリボンなど

を貼る。 

２．側面に同様に両面テープを貼り、フェルトやリボンを貼る。 

ケーキの土台が出来上がり！ 

３．ビーズやリボンで自由に飾りつけして、自分だけのオリジナルケーキを 

  つくってみてね。 



… 特集 オタク… 
  

「オタク」と聞くと何だかマイナスイメージな 

言葉に聞こえますが、何かに夢中な人、と考えると 

イメージが変わります。 

あなたにも何か夢中になってる事はないですか？ 

何かに夢中であればそれは立派な「オタク」です☆ 

 

好きだからこそ知識が深い。勉強(？)になる、 

奥深い「オタク」の世界をお楽しみ下さい♪ 

古書に秘められた想いを感じよう 

「ビブリア古書堂の事件手帖」 

三上延∥著 アスキー・メディアワークス 2011年 913.6/ミカ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 古本屋「ビブリア古書堂」の店主栞子さんはとても人見知

りだが、本に対する知識と愛情は、人一倍。本の事となると

人が変わったように語りだす。そんな彼女の店には色々な人

の想いと秘密のつまった古書が持ちこまれる。亡くなったお

ばあさんが大事にしていた夏目漱石の全集に秘められた想

いや太宰治の『晩年』の初版本にまつわる謎などを栞子さん

と一緒に解き明かしてみよう。 

夢の対決がここに実現する。 

「空想科学読本 １４」 

柳田理科雄∥著 角川書店 2013年 778.04/ヤ 一般 

アニメやＳＦ作品に出てくるキャラクターたちを現代科

学で再現したシリーズの最新作。今回は「どっちがすご

い！？」をテーマに作品を越えたキャラクターたちの対決を

科学的に検証する。例えば、大猿化した悟空（ドラゴンボー

ル）と巨人化したエレン（進撃の巨人）が戦ったらどちらが

勝つのか、プリキュアとセーラームーンだったらどっちが強

いかなど気になるテーマ盛りだくさんです。 



「これ食べたかった！」その夢、叶えます 

「ビストロ・アニメシのレシピブック あのアニメの料理が作れる！」 

土谷未希∥著 スモール出版 2013年 596/ツ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

アニメを見ていると食べ物が出てくる時ありますよね。

登場人物達がおいしそうに食べているあの食べ物、「食べた

い！」ってなった事ありませんか？そんなあなたにオスス

メの 1冊。『魔女の宅急便』のおばあちゃんのニシンのパ

イ、『ONE PIECE』の水水肉、『三月のライオン』の白玉、

さらには実物大アンパンマンの顔まで紹介しています。ア

ニメのあの味を作って味わってみよう！ 

ヘンたてに夢中♡ 

「ヘンたて 幹館大学ヘンな建物研究会」 

青柳碧人∥著 早川書房 2012年 913.6/アオ 一般 

 幹館大学ヘンな建物研究会－略して「ヘンたて」に入部し

た亜可美。個性あふれるメンバーに連れられ出会う建物は、

地上１００ｍの高さに上下するワンルームマンション、部屋

の中にまで寿司が流れてくる回転寿司ホテル、扉が１２枚も

ある温泉旅館の離れ部屋などまさしくヘンな建物ばかり。 

謎めいたヘンたてにまつわるミステリーも楽しめるオト

ク（？）な一冊。 

創りたいから創る 自分が欲しいものを創る 

「海洋堂レゾネ」 

オクターブ 2009年 759/カ 一般 

 チョコエッグなど、おもちゃのオマケなどで有名な海

洋堂のフィギュア。手に取ったことのある人も多いので

はないでしょうか。アニメのキャラクターや動物、海洋

生物までその作りはとても繊細で完成度も高いものば

かり。だれもがワクワクしてしまう作品を３０００点収

録した永久保存版です。ちなみに担当は最近久々にチョ

コエッグを買いました。ミッキーマウスでした。（嬉） 



自分は自分以外の何物にもなれないんだ 

「バターサンドの夜」 

河合二胡∥著 講談社 2009年 913.6/カワ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

学校では、本音で話せる友だちがいない明音。実は、深夜

アニメ『氷上のテーゼ』にはまっていて、コスプレをしてみ

たいと思っているけど、絶対に秘密。そんな明音がネットシ

ョップの服のモデルをすることになり…。派手な女子のグル

ープの中で無理してあわせようとしたり、家族との距離の取

り方に悩んだりして、ちょっとずつ自分自身と向き合って、

自分の居場所を探す明音に共感する人もいるはず。 

うまいんだから「うまい棒」なんだよ（これホント） 

「うまい棒大百科」 

うまい棒同盟∥監修 河出書房新社 2013年 588.39/ｳ 一般 

 うまい棒が好きすぎてうまい棒に関する本をだしてし

まったという発売元やおきん公認のマニアックな一冊。こ

れまでの歴史から、うまい棒に隠されたトリビア、数々の

オリジナルグッズなどなどこの本を見ているだけでうま

い棒が思わず食べたくなるはず！そんな時は現役うまい

棒ラインナップを見て買ったうまい棒を食べながら、うま

い棒度チェックにチャレンジしよう。 

機械オタクの作る道具がすご過ぎる… 

「カンニング少女」 

黒田研二∥著 文藝春秋 2006年 913.6/クロ 一般 

 高校三年秋、学年トップの優等生愛香、陸上インターハイ

選手杜夫、機械オタクの隼人、特に接点も無かった 3 人は

ある目的のため共謀する仲間になった。その目的とはクラス

メイトの玲美を最難関私大・馳田学院に合格させる事。しか

し、玲美の成績では馳田学院合格は不可能に近い。絶対に馳

田学院に入学しなければならない玲美のため、3人は完璧な

カンニングを計画していく…。 



「好き」って気持ちがみんなを動かす 

「カブキブ！」 

榎田ユウリ∥著 角川書店 2013年 913.6/エダ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

歌舞伎好きのクロこと来栖黒悟は、幼なじみのとんぼと

一緒に高校で「カブキ研究会」を立ち上げる。日舞が得意

なオネエ系イケメン、女子にモテる男前女子など個性あふ

れるメンバーをあつめたクロたちは文化祭に向けて練習に

励む。しかし、同級生の歌舞伎役者蛯原仁は素人が歌舞伎

をすることが気に食わないようで…。伝統芸能なんて古臭

い？そんな先入観も吹っ飛びます。 

誰にも理解されないけど大切なこと 

「漫画少年」 

ベッツィ・バイアーズ∥著 さ・え・ら書房 2011年 933/バ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 問題ばかり起こす兄を溺愛している母、同じ話ばかりを

繰り返す祖父、そんな家族にうんざりしている姉。自分だ

けの屋根裏部屋で漫画を書いている時だけそんな家族から

も自由になり、幸せな時間を過ごせるアルフィー。しかし

兄が奥さんと家に帰ってくる事になり、アルフィーの大切

な屋根裏部屋が乗っ取られる事に!大切な自分の居場所を守

るためにアルフィーが取った行動とは!? 

 

☆「オタク」なＣＤ＆ＤＶＤ 

ＣＤ『初音ミク ベスト：’０７－’０９．Ｉｍｐａｃｔｓ』 

2009 年 CＤ211/フ 渥美 

“みくみくにしてあげる～♪”今や世界中にファンに愛されている初音ミクの 2 年間が

ぎゅっとつまった 1 枚。 

ＤＶＤ『へんないきもの』 2007 年 DVD 480.4/へ 中央 

地球には、まだまだ知られていない謎の生物がたくさんいます。へんなかたち、へんな

うごき、へんな習性…「へんないきもの」のディープな世界にようこそ。 

 

★★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♪ 

 

○『実験マニア』 

山田暢司∥著 亜紀書房 2013年 432/ヤ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『名作マンガの間取り』 

影山明仁∥著 ソフトバンククリエイティブ株式会社 2008年 726.1/カ 一般 

 

○『真夜中のパン屋さん』 

大沼紀子∥著 ポプラ社 2011年 913.6/オオ 一般 

 

○『消しゴム図鑑』 

楠田枝里子∥著 光琳社出版 1999年 589.7/ク 一般 

 

○『見ているだけで面白い！凄い漢字』 

Ｉｓｈｉｍｉｚｕ∥著 ＰＨＰ研究所 2008 年 811.2/ｲ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『謎のブラックサンダー お腹にやさしい黒い雷神』 

サンダーさん∥監修 ＰＨＰ研究所 2011 年 588.34/ナ 一般 

 

○『エレベスト 日本初のエレベーター鑑賞ガイド』 

梅田カズヒコ∥著 戎光祥出版 2008年 536.73/ウ 一般 

 

○『たまさか人形堂物語』 

津原泰水∥著 文藝春秋 2009年 913.6/ツハ 一般 

 

○『工場萌え』 

石井哲∥写真 大山顕∥文 東京書籍 2007年 509.21/オ 一般 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予告：次号の特集は「新」です。お楽しみに♪ 



☆新着図書・この本読んで！☆ 
ひとつでもあてはまるなら、よんでみて！ 

「ぼくたちはきっとすごい大人になる」 

有吉玉青∥著 光文社 913.6/アリ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

①好きな人はいるけど、幼馴染にせまられるとドキドキ。

②優等生よりもちょっとワルめの友達に憧れる。③お父さん

のあとでお風呂に入るのはイヤ。④新しく赴任してきた先生

のことが好きになったことがある。⑤「死ぬ」ってどういう

ことだろうと考えたことがある。ひとつでもあてはまったら

読んでみよう。こどもでもおとなでもない、期間限定の今だ

からわかる気持ちがきっとあるはず。 

思い出について考えたくなる 

「みずうみの歌」 

ほしおさなえ∥著 講談社 913.6/ホシ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 「すべてはみんなあの町からはじまった」という母の残し

た言葉と遺品の雑誌から出てきた古いフィルムの意味を知

るために母の故郷にやってきた少年。しかし、その町は原因

不明の陥没により町の一部が湖に沈んでしまっていた。そこ

で出会った湖の中から思い出の品を回収してくる男、モグリ

の仕事を手伝うようになった少年は、母の事を調べていく内

に遺品の雑誌と母の故郷の奇妙な関係に気付き…。 

タイトルで格闘ものだと思っていました…（汗） 

「ケンポーじいさん、ながいきしてね。」 

Ｋｉｉｔｏｓ∥著 坂田栄一郎∥写真 駿河台出版社 323.14/キ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

           日本国憲法ってどんなことが書いてあるか知ってい

ますか？たくさんのむずかしい言葉で書いてあるから

分かりにくいって人がほとんどのはず。そんな難しい憲

法をケンポーじいさんが分かりやすく教えてくれます。 

 「人は、みんな、幸せに生きるようにできている。」

みんなが平和に幸せに生きるためにはどうすればいい

のか、ちょっと考えてみませんか。 
 


