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この人の本、読んだ？ 
『日本の作家編』 

  

今回から、図書館員がお薦めしたい作

家ということで、勝手に選んでご紹介し

ます。多少かたよっているかもしれませ

んが。さて、記念すべき第一回目は日本

の作家で始めたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

あさのあつこ さん 

小学校の臨時教諭を勤めたのち、作家

デビュー。文庫・漫画化もし、今もまだ

絶大な人気をほこる『バッテリー』で

1997 年に野間児童文学賞、『バッテリ

ー2』で 1999 年に日本児童文学者協会

賞をとられてます。 

 

茅田砂胡 さん 

1992 年に『デルフィニアの姫将軍』

でデビュー。1993 年にデビュー作を改

訂し、デルフィニア戦記シリーズ第一作

『放浪の戦士』を発表し、大人気シリー

ズに。『デルフィニア戦記（全 18 巻）』

は最近完結しました。 
 

 

さくらももこ さん 

自身の少女時代をモデルとした『ちび

まる子ちゃん』が代表作。エッセイスト

としても活躍されており、初期エッセイ

集三部作の『もものかんづめ』『さるのこ

しかけ』『たいのおかしら』はいずれもミ

リオンセラーを記録！ 
 

梨木香歩 さん 

 児童文学や絵本の分野でも活躍する女

性作家。イギリスに留学し、児童文学者

のベティ・モーガン・ボーエンに師事さ

れてます。『西の魔女が死んだ』で日本児

童文学者協会新人賞、新美南吉児童文学

賞、小学館文学賞を受賞されるなど質の

高く良い本を書かれています。 
 

星新一 さん 

「ショートショート」という短編分野

を切り開いた方です。「ショートショート

の神様」と呼ばれるぐらいに短編の多作

さと質の高さをそなえた作品が多く、生

涯で 1000 編以上の作品を残されまし

た。また、日本を代表するＳＦ作家とし

ても知られています。『人民は弱し 官吏

は強し』『明治・父・アメリカ』などのノ

ンフィクション作品も書かれています。 

 

 

☆次回は「１０代の作家」に注目！ 

◆ とぴっく ◆ 

この本読んで！「1月から３月」 

図書館よりお知らせ 

Read me ! 「特集★変わる・かわる」 

この人の本、読んだ？「日本の作家編」 

プチ知識！ 
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☆この本読んで！☆ 

１月から３月にかけてみんなが答えて

くれたアンケートをもとに、おすすめの

本をあつめたリストです。これから本を

選ぶときの参考にしてみてください。 

 

「七つの封印」１～１０・外伝 

カイ マイヤー∥著  

ポプラ社 943/マ 

ﾃｨｰﾝｽﾞほか 

とてもおもしろい

です。（中学生） 

 

「ハムスターの研究レポート」 

大雪師走∥著 

偕成社/白泉社 

Ｍ726.1/オ 

一般 

すごぉくおもしろ

いですよ。（小３女） 

ハムちゃんの絵

もすてきだと思いました。みなさんも、ぜひ！

（小２女） 

雑誌「ピチレモン」 

学習研究社 ティーンズ雑誌 

お手本になるモノがいっぱいのってます。

（小５女） 

「ピチレモン」おすすめです。オシャレい

っぱい！（小５女） 

「サイコバスターズ」 

青樹佑夜∥著 

講談社 

913.6/アオ 

ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

新感覚で、すごくお

もしろいです。本読む

のが苦手な人も大丈夫です。楽しめると思い

ます。（中学生） 

読んでみて、自分で決めてください。（中学

女） 

「どうして犬が好きかっていうとね」 

キム レヴィン∥著 

竹書房 654.6/レ 

ﾃｨｰﾝｽﾞ 

たくさんの写真

と短い文。この２つ

が私は好きです。楽

しく読ませてもら

いました。（小６女） 

「白夜行」 

東野圭吾∥著 

集英社 

913.6/ヒガ 

一般 

 

ミステリヤス（小 6 女） 

※舞台やテレビドラマ化されて、大人気の本

です。読みたい人は予約してね。 

♪図書館よりお知らせ♪ 

１．掲示板にぎやかし計画！ 

 ティーンズコーナーの掲示板周りがス

ッキリ！サッパリ！募集の用紙が新しく

なりました。用紙は２種類！ 

●イラストなど募集「投稿しよっ」 

月替りテーマに加えて、自由テーマを

新設！イラストだけじゃなくて、詩や川

柳などでも OK！ 

●おすすめ本募集「気になる、この本！」 

みんなが好きな本を教えてください！

おすすめのコメントや、ティーンズコー

ナーにおいてほしい本のリクエストも募

集してます！ 

どちらも、かいたらアンケート BOX

へ入れてくださいね。 

みなさんのイラストはもちろん、盛り

上がりのある掲示板にしていきましょう。

リクエストやご意見、じゃんじゃん書い

てください。待ってマス！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ニュースに注目！新聞のすすめ 

 新学期、新聞をよんでみようじゃあり

ませんか。近頃は新聞を読む大人も減っ

てますが、小学生向けから、中学生・高

校生向けとバラエティーに富んでいる学

生新聞！一度読んでみてはいかがです

か？ティーンズコーナーの壁書棚右端に

あります。 

 

『朝日中学生ウィークリー』 

→週刊の新聞です。 

『毎日中学生新聞』 

→３月末で休刊になりました。 

NEW！『月刊ニュースがわかる』 

→毎日中学生新聞に替わって、新しく入

る雑誌です。タイトルのとおり、ニュー

スを分かりやすく書いてあります。まだ

ないけど、５月末には入るよ！ 

NEW！『高校生新聞』 

→月刊の新聞です。仕事を取材する連載

や、高校生記者の記事ものってます。 

 

３．この日何の日？（再び） 

毎年４月２３日は子ども読書の日です。

子どもの日があるなら、大人の日もほし

い・・・と大人気なく思う大人な私たち

ですが（^^;）今年はちょうど日曜日で

す！大人も子どもも読書の日はゆっくり、

何もかも忘れて、読書を楽しみましょ

う！ 



図書館がオススメするすてきな本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『幸せの翼 Over The Rainbow』 

ジミー∥作絵 岸田登美子∥訳 小学館 

2004年 E/ジ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

彼は地位も名誉

もお金も才能も家

族もすべてを持っ

ていました。また、

人びとの期待を裏

切ることもありま

せんでした。そんな

彼の背中に、ある日ちいさな羽根が生えます。

人びとは奇跡と喜びますが、羽根は、どんど

ん大きくなり、彼の思い通りにはならず、勝

手に飛ぼうとします。普通の生活ができない

彼はだんだん孤独に。ほんとうの幸せとは？

と語りかけてくるような絵本です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ききちがい〈今様懸け詞〉』 

石津ちひろ∥文 長新太∥え 河出書房新

社 1992年 807.9/イ 一般 

懸け詞とは、和

歌などで、ひとつ

の音にふたつの意

味をこめて（同音

意義語）使う表現

法のことです。つ

まり、意味が変身

する言葉。そして「今様」とは、現代のこと。

現代版懸け詞というわけです。さらに、その

ふたつの意味が、全く違う意味になっている

というのに、1 枚の絵で表現されていたりし

て、なかなか、あなどれません。 

 

『ラッセルとモンスターの指輪』 

ブルース・コウヴィル∥作 金原瑞人・大谷

真弓∥訳 講談社 2003年 933/コ 児童 

いじめられっ子ラ

ッセルが迷い込んだ

のは、怪しい雰囲気

の路地裏。一軒のマ

ジックショップで手

に入れた指輪には恐

ろしい魔力が・・・。 

今の自分じゃない、もっと強くなりたい！

そんな願いがかなう指輪。ラッセルの迫力あ

る変身ぶりに、いじめっ子エディもビック

リ！見た目の変身だけじゃない、心も変身で

きる痛快ストーリーです。 

 

『しあわせな葉っぱ』 

おーなり由子∥著  新潮社  2003 年 

726.5/オ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

ある日女の子は頭に芽

が出ていることに気が

つきます。びっくり！

かわいい？女の子はち

ょっと特別な気分にな

ります。でも、学校に

行ってみると自分だけ

に見えてるみたい。いつもよりのどはかわく

し、ぬいてもすぐ生えるし、かくそうとする

と今度は大きくなってしまいます！！ 

『さよならの空』 

朱川湊人∥著 角川書店 2005年 

913.6/シュ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

夕焼けに染まる真っ赤

な空、誰でも一度はみた

ことがあるはず。その

刻々と変化する美しい

空の色が、人間が作った

化学物質で今後 100 年

みることができない!?としたら。「そんな事あ

るわけない！」なんて言えないほど人間は自

然をどんどん破壊して 21 世紀まできた。実

際、オゾン層を破壊するフロンを大量に使い、

紫外線の問題もでてきた・・・近未来におき

ても不思議ではないくらいリアルな小説。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 すっかり春ですね。春は変化の時！サナギが蝶になり、たねが芽吹き、花が

咲く・・・進学やクラス替えなんかもありますね。仲の良かった友だちと離れ

てさみしくなったり・・・でも、もう新しい友だちができて楽しくなってきた

ころかな？ 

というわけで、今回は「変わる」というテーマで、本をご紹介します！ 

 



他にもこんな本あります♪ 

 
○『真夜中は猫のはじまり』飯野真澄∥著 岩崎書店 1992年 913/イ ﾃｨｰﾝｽﾞ 
  午前０時、強い風が吹いた。そしてあたしは猫になっていた！ 

 

○『いいまつがい』ほぼ日刊イトイ新聞∥編 新潮社 2005 年 810.4/イ 一般 
  いい間違い、やり間違い、勘違いの投稿集。日常会話が間違いでこう変わる！ 

 

○『エヴァが目ざめるとき』ピーター・ディッキンソン∥著 唐沢則幸∥訳 徳間書店 

1994年 933/デ ﾃｨｰﾝｽﾞ 
  事故にあったエヴァ、鏡をみると、そこには信じられない姿の自分がいた。 

 

○「モカシン靴のシンデレラ」中沢新一∥著 牧野千穂∥絵 マガジンハウス 

2005年 388.53/ナ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

  インディアンのミクマム族版シンデレラ。だれよりも清らかな心の少女の話。 

 

★もっと調べてみたい人・ほかの本を探したい人へ★ 

図書館では調べものや本を探すお手伝いをしています。 

カウンターなどで気軽に声をかけてね！ 

 

＊次回のテーマは「旅に出よう」です。お楽しみに！ 

『ＯＭＩＡＩ』 

澤田知子∥著 蒼幻舎 2005 年 748/サ 

一般 

OMIAI（＝お見合い）

というタイトルの通り、

これはお見合い写真集

なのです。様々な印象

の女性が登場しますが、

実はすべて同じ人（写

真家本人）なんです！！メイクや髪型、衣装

で、これほど印象が変わるのか、ときっと驚

かされるでしょう。著者の澤田知子さんは

2000 年にキャノン「写真新世紀」で特別賞

を受賞。 

 

『ウエキ洋菓子店』 

三津間智子∥著  中央公論社  2006 年 

627.8/ミ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

かわいく器に盛

られたソレは・・・

あれ？植物？そう

なんです。これは、

お菓子屋さんの本

ではなく、植木をケ

ーキみたいにかわ

いく飾っちゃいましょ♪って本なんです。植

え方のタイトルも「お花のショートケーキ」

や「プランツムース」と美味しそう。きっと

作りたくなりますよ。でも、やっぱり食べら

れないんですよね。 

『哀しみキメラ』 

来楽零∥著 ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ 2006 年  

913.6/ライ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 面識もない人たちと

一緒にエレベーターに

閉じ込められて、異形

のものに襲われ身体に

異変が・・・！？普通

に生活を送っていたは

ずの彼らの生活がどんどん変わっていってし

まい・・・・。異形のものに襲われるなんて

ことは起こるはずがないけど、エレベーター

に乗るのがちょっと怖くなってしまうかもし

れない、そんな一冊です。 

 

『王子と乞食』 

マーク・トウェイン∥著 大久保博∥訳 

角川書店 2003年 933.6/トウ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

性格・身分は違う

けれど、外見が瓜二

つな２人が出会う。

そんな状況にあった

ら、あなたはどうし

ますか？入れ替わっ

てみたらおもしろい

と思いませんか？この本は外見がそっくりな

王子と乞食が出会い入れ替わって、それぞれ

の生活をおくってみるというお話です。さま

ざまな経験をへて、最後に２人に待っている

結末とは・・・。 

『ジーキル博士とハイド氏』 

スティーヴンスン∥著 海保眞夫 

岩波書店 2002年 933/ス ﾃｨｰﾝｽﾞ 

有名な善と悪の二

重人格のお話。人望

もあり医学博士、民

法博士、法学博士、

王立協会員などの肩

書きがあるジキル博

士、自分の善と悪を

分けることができるという新発明した秘薬を

飲むことで現れる欲望に忠実なハイド氏。そ

うして、起こり始めた殺人事件・・・。その

事件の犯人はハイド氏で・・・。あるきっか

けから、ジキル博士とハイド氏にかかわるよ

うになった弁護士アタスン。二人の関係に疑

問をおぼえるようになった彼の行動は？弁護

士アタスンの視線から、一緒に彼らの秘密を

知っていくドキドキ感を味わってみません

か？ 







 


