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◆ とぴっく ◆ 

Read me ! 「特集■Ｆｉｇｈｔ！」 

新着図書 

2015年度ティーンズコーナーベストリーダー 

夏休みのお知らせ 

季刊ブックレビュー 

 

Ｆｉｇｈｔ！ 



２０１５年度ティーンズコーナーベストリーダー  

 

昨年度、たくさん貸出されたティーンズコーナーの本のランキング

です。 担当的にはベスト１０に３作入った、「死神うどんカフェ」

シリーズの人気にびっくりしました。 

 

  

順位 
貸出 

回数 
タイトル 作者 

１ ３２ 死神うどんカフェ１号店 １杯目  石川宏千花 

2 26 まんがで読む百人一首  小坂伊吹 

 26 死神うどんカフェ１号店 ２杯目  石川宏千花 

4 24 

誰でもかわいくすぐ描ける！イラスト

お手紙３６５日  

mizutama 

武士道ジェネレーション  誉田哲也 

６ 22 お父さんがキモい理由を説明するね  中山順司 

７ 21 

デュラララ！！  成田良悟 

マンガでわかる源氏物語  砂崎良 

ボールペン＆マーカーで描くたのしい

カワイイイラスト帳 

ぷり 

死神うどんカフェ１号店 ４杯目 石川宏千花 

倫敦千夜一夜物語 久賀理世 

ぼくのごはん ぼく 

今年も夏休みに合わせて、自由研究の役に立つ本、読書感想文に

オススメの本をティーンズコーナーで展示しています。 

 夏休みの宿題にこまったらぜひティーンズコーナーへ！ 

８月３１日（水）まで 

  中央図書館ティーンズコーナーにて展示中 

 

 

自由研究・読書感想文対策本あります！ 



… 特集 Ｆｉｇｈｔ！ … 
 

今回のテーマは「fight!」です。 

ところで、[fight]と[battle]にはどのような違いが 

あるのでしょうか。ちょっと調べてみました。 

 battle・・・(特定の地域における組織的で大規模な)戦い、 

戦闘、(個々の)戦争、闘争、勝利、成功 

fight・・・戦い、戦闘、合戦、会戦、闘争、格闘、 

争闘、(取っ組み合いの)けんか、(…と)論争、激論 

ファイト！・・・応援するときのかけ声。または中島みゆきの歌。 

性別で自分の好きな夢を諦めたくない 

「八月のプレイボール」 

ＭＩＣＡ∥著 小学館クリエイティブ 2014年 913.6/ミカ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 日本高等学校野球連盟が女子選手の甲子園出場を認めた。

人気者の主将を狙って殺到した入部希望の女子の中、1 人だ

け入部を果たした流風。甲子園に憧れ、そこで初恋の人との

再会を夢見る流風は、女子だからと見下す周囲の視線に耐え

て幼い頃からずっと野球を続けていた。しかし、入部した流

風を待っていたのは変わらない差別といじめ…流風は逆境

に負けずに夢の甲子園出場を果たせるのか！？ 

シェイクスピアの狂王「マクベス」に復讐することを誓った女の子 

「三番目の魔女」 

レベッカ ライザート∥著 ポプラ社 2007年 933.7/ライ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

11 世紀のスコットランド。ギリーは二人の老婆ととも

に暮らしていた。薬草を採ったり、戦場跡で追いはぎをし

たりと、まるで魔女のようだ。そんな彼女の願いは憎い仇

を討つこと。そのために仇の大切なものを3つ盗んだのに、

一領主だったあいつはなんと国王になってしまい…？ 

シェイクスピア四大悲劇の一つ「マクベス」の世界を少

女の視点から見た物語。 



殺して、さばいて、料理して、おいしく食べるまでが狩り 

「明日の狩りの詞
ことば

の」 

石川博品∥著 星海社 2015年 913.6/イシ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 宇宙人ヘロンが持ち込んだ外来宇宙生物のせいで封鎖区

域となった東京。高校生のリョートは相棒の猟犬型ロボット

のカイと、なぜか自分に絡んでくる中学の同級生だった久根

と共に封鎖区域での狩りを楽しむ毎日を送っていた。ある日

リョートの隣家に未成年のヘロンがアンドロイドと共に引

っ越してきた。ヘロンが大人になる儀式のため、人と宇宙人

とアンドロイドの狩りチームは封鎖区域に向かうが…！？ 

激動の中、真田家はどう戦っていくのか 

「真田十勇士 １ 参上、猿飛佐助」 

小前亮∥作 小峰書店 2015年 913/コ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 信州上田の深い山の中、猿とともに山を駆け回りながら１

人で暮らす少年佐助は年老いた忍者白雲斎から忍びの技を学

ぶ。慶長５年、１４歳となった佐助は主君である真田家のも

と初めての戦を迎える。徳川家康の息子秀忠が率いる３万８

千の大軍に対し、真田軍２千。忍びの一人として奇襲部隊の

見張り役を任された佐助は…。豊臣と徳川の激しい戦いの中、

佐助は１人の忍びとしてどう生き抜くのか。 

こんなディズニーランドは嫌だ！（でもちょっと行ってみたい） 

「魔法の王国（ディズニーランド）の大冒険」 

リドリー・ピアスン∥著 河出書房新社 2008年 933.7/ピア ﾃｨｰﾝｽﾞ 

魔法の王国（ディズニーランド）は夢の国。それは夢

のような物語が現実になる世界という意味でもある。で

も、夢のような物語の中には、ワルいやつらもたくさん

いる。そんな悪役たちが徐々に力を付けて、ついには王

国の外にまで被害がではじめた。 

 『イマジニア』ウェインによってホログラム・ホスト

に選ばれた少年たちと、魔女マレフィセント率いる悪役

軍団の戦いがはじまる。 



春から私とおばあちゃんは中学生！ 

「夜間中学へようこそ」 

山本悦子∥著 岩崎書店 2016年 913/ヤ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

中学入学が目前に迫った優菜。そんな優菜におばあちゃ

んが「私も４月から学校へいく」と言い出す。自分は読み

書きができないから夜間中学で教えてもらうのだそうだ。

おばあちゃんが学校へ行っていないことを知らなかった

優菜は驚くが、おばあちゃんの子どものころの話を聞き応

援したくなる。だがそんな中アクシデントが起き、おばあ

ちゃんがひとりでは学校へ行けなくなってしまい…。 

この本を読むと、ポケモンの NPC 張りに誰彼構わずバトルを仕掛けたくなる 

「マンガでわかるビブリオバトルに挑戦！」 

谷口忠大∥監修 さ・え・ら書房 2016年 019.9/マ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

豊嶋中学校に新しくやってきたトクヒロ先生は、ビブリ

オバトルの伝道師。読書感想文が書けずに悩んでいるアカ

ネたちに、ビブリオバトルを提案する。楽をして読書感想

文が書けそうだとはじめたが、その面白さの虜になる。 

進学校の秀栄中学校でもビブリオバトルを行っている

と聞きつけて、アカネが幼なじみのヒロトに話を聞いてみ

るが、どうも様子がおかしく…？ 

戦争終結のため、男爵がとった行動とは 

「そらいろ男爵」 

ジル・ボム∥文 主婦の友社 2015年 Ｅ/デ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 そらいろ男爵はいつもお手製の青い小型飛行機に乗って

鳥を眺めていた。しかし、戦争がはじまってしまい、参戦し

なければならなくなった。お気に入りの青い飛行機を迷彩色

に変え、出陣した男爵が落としたのは爆弾ではなく、重―い

本。重い本がなくなっても家にある本を次々と落としてい

く。すると、戦っていた兵士たちが本を読みだして…。「こ

とば」や「本」の大切さをわかりやすく伝える１冊です。 



この作者、きっとエヴァンゲリオン好きなんだろうなっていう感じ 

「エスケヱプ・スピヰド」 

九岡望∥著 アスキー・メディアワークス 2012年 913.6/クオ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 舞台は昭和１０１年の要塞都市『尽天』。２０年前の大戦

で廃墟と化したこの都市の、唯一の出口で出る者も入る者

も神速の刃で撃破し続ける最強の機械兵≪蜻蛉≫。 

 生き残りの人間たちは、ある日地下深くに眠るもう一体

の最強兵器≪蜂≫を偶然発見し、街を脱出する光が見える。 

 自らの存在価値を求めて戦う兵器たちと、脱出した後の

存在価値を模索する少女…。生きる意味は見付かるのか？ 

マンガ・アニメ化もされた中国古典の名作 

「封神演義 上」 

許仲琳∥著 偕成社 1998年 923/キ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 今から約 3000 年前、中国では紂王が商という国を治め

ていた。天下泰平といってもいい安定した治世だったが、

絶世の美女妲己を後宮に迎えたことで国が乱れていく。実

は千年狐という妖魔である妲己に惑わされるまま、進言す

る臣下だけでなく妻である姜皇后までも殺してしまう紂

王。息子を殺された文王姫昌とともに仙人である太公望は、

紂王とそして妲己に立ち向かっていく。 

 

☆「Fight!」なＣＤ＆ＤＶＤ 

ＣＤ『Ｔａｌｅｓ ｏｆ ｐｕｒｅｆｌｙ』Ｍａｎ ｗｉｔｈ ａ Ｍｉｓｓｉｏｎ 20

１４年 CD211/マ 中央 

選ばれた子ども達がＭａｎ ｗｉｔｈ ａ Ｍｉｓｓｉｏｎのメンバー達と共に奪われ

た「Ｐｕｒｅｆｌｙ」を取り戻すために戦うオリジナルストーリーのコンセプトアルバム。 

 

ＤＶＤ『のぼうの城』 2011 年 DVD C41/ノ 中央 

 豊臣秀吉が天下統一を目指し各地の城を攻め落とす中、豊臣軍 2 万に対し、自軍 500

人の圧倒的不利な状況で戦いに挑んだ城があった！実話を元にした大逆転劇！ 

★★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♪ 

 

○『沈黙の殺人者』 

ダンディ・デイリー・マコール∥作 評論社 2013年 933/マ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『ぼくたちは戦場で育った』 

ヤスミンコ・ハリロビッチ∥編著 集英社インターナショナル 2015年  

316.83/ハ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『スクールポーカーウォーズ  １』 

維羽裕介∥著 集英社 2015年 913.6/イバ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『伝説の「武器・防具」がよくわかる本』 

造事務所／編著 ＰＨＰ研究所 2007年 388/ゾ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『デュラララ！！』 

成田良悟∥著 メディアワークス 2004年 913.6/ナリ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『将棋ボーイズ』 

小山田桐子∥著 幻冬舎 2014年 913.6/オヤ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『十二大戦』 

西尾維新∥小説 集英社 2015年 913.6/ニシ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『戦国武将の解剖図鑑』 

本郷和人∥監修 エクスナレッジ 2015年 210.47/セ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『クロニクル千古の闇』 

ミシェル ペイヴァー∥作 評論社 2005年 933/ペ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『自分をまもる本』 

ローズマリー・ストーンズ∥著 晶文社 2013年 371.42/ス ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

予告：次号の特集は「美味」です。お楽しみに♪ 



☆新着図書・この本読んで！☆ 
昔も今も感じている事は変わらない 

「百人一首ノート」 

今日マチ子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 911.14/キヨ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

最近マンガや映画で話題の百人一首。誰もが一度は遊

んだ事があると思いますが、読まれている句の意味まで

しっかり理解している人は少ないのでは？この本は百人

一首の句を全て現代に置き換えて、マンガで現していま

す。現代に置き換えてみると、難しく感じた句も身に覚

えがある事を読んでいたりして何だか親しみがわいてき

ちゃいます☆ 

「小公女」「小公子」と並ぶ不朽の名作 

「秘密の花園」 

フランシス・ホジソン・バーネット∥著 新潮社 933.6/バネ ﾃｨｰﾝｽﾞ  

 実は「秘密の花園」は「小公女」「小公子」と同じ人が書

いています。でもセドリックやセーラのような礼儀正しく

優しい子が主人公だと思ったら大違い。メアリはワガママ

で偏屈、おまけに無愛想な女の子。決して良い子ではあり

ません。そんな彼女が両親の死をきっかけに訪れたヨーク

シャーで美しい自然と人の温かさにふれ、少しずつ心を開

いく物語。不朽の名作が読みやすい文庫版になりました。 

ラノベだったらハーレムエンドのはずなのに！！電撃大賞金賞受賞☆ 

「俺を好きなのはお前だけかよ」 

駱駝∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6/ラク ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 容姿、成績、運動すべて並のフツーの男子高校生如月雨

露（ジョーロ）。そんなジョーロがクール系美人の生徒会長

コスモス先輩と、カワイイ系幼なじみのひまわりの２人に

デートに誘われてしまった。ドキドキの当日、２人から告

げられたのは親友のさわやか野球少年サンちゃんへの恋愛

相談だった。そんなジョーロに三つ編み地味なメガネっ子

三色院菫子（パンジー）がストーキングしてきて… 
 


