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◆ とぴっく ◆ 

Read me ! 「特集 部活」 

新着図書 

コラム 「笑う門には福来たる」 

季刊ブックレビュー 

 

 部活 

今回の表紙は 
野球大好きっ子さんの作品です。 
ご応募ありがとうございます┰ 



      

新しい年になりました！ 

にゃんこスターのアンゴラ村長の顔がだんだん可

愛く思えてくる今日このごろ。～ｂ(~ 3~)ｂ ♪♪ 

みなさん笑ってますか？ 

 

寒いし、勉強たいへんかもだ 

けど、ともだちとしゃべったり 

好きなことで息抜きしたりして、 

笑顔でがんばっていこ～！ 

 

「ふっ」と笑えるかも、な本たち 

『豆しば グリーンピーしばとアラバマの隕石』 

キムソクウォン 渡部祥子 主婦と生活社 2010 726.6/ｷ 一般 

『ぐぅぱぁネコ ミーヤ』 

関由香 宝島社 2008 748/ｾ 一般 

『山田商店街』 

山田マチ 幻冬舎 2009 913.6/ﾔﾏ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

  

笑
う
門
に
は
福
来
た
る 
表紙イラストへご応募ありがとうございました！ 

嬉しいことに、今回はいつもより多くの応募をいただきました！！ 

なんと１２作品！ありがとうのキモチをこめて、応募してくれたみなさん

のペンネームをご紹介します！ 
 
えりさん、かすみさん、トトロさん、トロロピザさん、菜月さん、ねこみかん

さん、美術部のよまわりさん、まいまいさん、野球大好きっ子さん、ルカさん、

Foundation さん、Ｈ．Ｍさん、（50音順・アルファベット順） 
 
ありがとうございました！！ 

 

次回の表紙イラストのテーマは「いきものだもの」です。 

募集締切は３月２２日（木）。ご応募お待ちしています！ 



 … 特集 部活 … 
「みどりの翼」を読んでくれている皆さんは、どんな部活に 

所属していますか？運動部、文化部、あるいは帰宅部･･･。 

（帰宅部は部活なのか問題はさておき…。） 

何でもいいです、何事も楽しく続けられるのがベストですから。 

ただ一つ、「『今』はもう二度と戻ってこない」ということを考えると、 

やりたいことに挑戦してみるのもありですよね。 

皆さんが遠くへ行くための、第一歩になるようなものを見つけられたら 

いいなと祈りつつ…。                                                                                                             

動機がちょっと不純でもいいのだ。 

「歌え！多摩川高校合唱部」 

本田有明∥著 河出書房新社 2012年 913.6/ﾎﾝ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

「ピアノのお姉さん」に憧れる飯島は、部員勧誘で

出会った錦野ユカリに惹かれ、合唱部への入部をあっ

さり決意する。しかし、いい声をしていると言われた

ものの、元運動部で声が大きく、音感が育っていない

飯島は伸び悩む。指導してくれる先輩にも素直になれ

ず反発してしまい、自主トレにはげむ日々…。合唱部

ってこんなに筋トレするんだ…な情熱系文化部小説。 

天文部ってまだあるのか？ 

「星座がもっと見たくなる」   

駒井仁南子∥著 誠文堂新光社 2012年 443.8/ｺ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 寒くてたまらないこの季節だけれども、澄んだ夜

空だと星がキレイに見えますね。でも、どれがどの

星座なのか分からない、星の集まりにどうやって名

前を付けたのかってなかなか知らない…そんな人に

この本をオススメします。季節ごとの星座の見つけ

方ポイントもあるので、天文部以外でもたまには夜

空を眺めてみませんか？ 



英語研究部員のちょっとトクベツな 365days☆ 

「Ｅａｓｙ ＆ Ｆｕｎ！ 英語で手帳を書こう」 

神林サリー∥著 永岡書店 2012年 836/ｶ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

2018年のスケジュール帳はもう買った？自分の時

間管理も、英語の上達も継続が成功のカギ。この 1年

は毎日英語で手帳を書いてみませんか？ 

手帳に書きたい予定やシチュエーション、目標、結果、

感情表現などが楽しく調べられる本をご用意しました。

小さなスペースに綴る毎日のちょこっと英語で自然に

スキルアップ。日々を振り返るのも楽しくなりそう♪ 

あなたの青春、なににかけてますか。ロボットですか。 

「闘え！高専ロボコン ロボットにかける青春 」 

萱原正嗣∥著 ベストセラーズ 2017年 548.3/ｶ 一般  

高校 1 年次から短大卒業次までの５年間をかけて、

工業などに関わる技術・知識を専門的に学ぶ高等専門学

校 通称“高専”の学生たちによるロボット発明＆操縦

対決。チームのなかで一人ひとりが役割を担い、協力し、

喜んで、苦しんで、泣く姿がすこし羨ましい。ルールを

毎年変えて、勝ち負けよりもアイデア・発想力を重要視

する“高専”ロボコンの特徴が、とても気に入りました。 

部活だけじゃない、恋愛だってしたいじゃないか。（釣り部もあるよ） 

「空への助走 福蜂工業高校運動部」 

壁井ユカコ∥著 集英社 2016年 913.6/ｶﾍﾞ ﾃｨｰﾝｽﾞ  

バレー部の活躍を迫力豊かに表現した『２．４３ 

second season』で主人公チームと死闘をくり広げた、

福蜂工高を描くスピンオフ作品。スポーツものっていう

と「ド根性」なイメージがあるけど、この作品ではほん

のり恋愛要素もあって短編なので結構読みやすい！ 

担当は特に、すぐ「私なんか」って言っちゃう先輩に

猛アタックする後輩くんの話が好きです。 



部活愛にあふれています！ 

「部活魂！」 

岩波書店編集部∥編 岩波書店 2009年 375/ﾌﾞ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 全国の中学生・高校生からよせられた部活に対する

熱い思いの中から厳選された２１の部活魂が紹介され

ている。吹奏楽や陸上といった定番の部活もあれば龍

踊部なんて珍しい部活も。 

また、俳優の六角精児さんの寄稿が収録されている

が、幽霊部員志望で演劇部に入り、出会いとか成り行

きとかで、結局３０年以上も演劇を続け、現在の俳優

業に至った話は、まるで小説のようで、面白い。 

一瞬を競う少年たちの熱い戦い！ 

「ＤＩＶＥ！！」 

森絵都∥作 講談社 2009年 913/ﾓ 児童  

 高さ１０メートルからの飛翔。時速６０キロの急降

下。わずか１.４秒の空中演技。 

 中学生のトモが通う弱小ダイビングクラブにやって

きた新しいコーチは、クラブ存続のためにオリンピッ

クを目指すと言い出して…。 

 あまり馴染みのない「高飛び込み」を題材にした小

説です。実写映画化、アニメ化もされました♪ 

もうバスケ部には入らない、そう決めたんだ…。 

「バスケの神様」 

木崎菜菜恵∥著 集英社 2016年 913.6/ｷｻﾞ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 試合に勝ちたいという気持ちが強く、誰よりも一生

懸命な郁は、中学生の時に些細なことがきっかけで部

内で孤立してしまう。もうバスケ部には入らないと決

意をし、知り合いのいない高校へ進学するが、中学時

代の郁を知っていた３年生の光原にしつこく勧誘され

て…。バスケを諦めた少年が仲間と出会い、傷を乗り

越える青春物語。 



乙女たちよ、準備はいいか？(料理部・家庭科部) 

「はじめてでもかんたん！ＨＡＰＰＹ・友チョコ」 

中村陽子∥著 成美堂出版 2016年 596.65/ﾅ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

年が明けて間もないですが、そろそろ 2月の一

大イベントについて作戦を練らなければいけま

せん。学校の友達や部活の先輩・後輩にプレゼン

トとなると、数が多くなるので簡単にたくさん作

れるものがいいですね。ラッピングだって少し工

夫するだけで見栄えもよくなります。相手が本命

なら、いつ・どこで渡すかもシュミレーションし

なきゃ。それでは、皆さんの健闘を祈ります。 

可能性は広がっている、見ようとしていないだけで。(野球部・美術部) 

「ナイスキャッチ！」 

横沢彰∥作 新日本出版社 2017年 913/ﾖ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 美術部の女の子が、難しい球を「偶然」キャッチし

たことから、野球部のピンチヒッターを頼まれてしま

います。私だったら断るわ…（笑）運動苦手だし、野

球部の投げる球って速くて怖いし。でも、このお話に

出てくる女の子は、お父さん・弟くんと特訓までして

挑むわけです。その心意気を見習いたいです。あとが

きを登場人物が書いているのも面白いですね。 

 

☆「部活」なＣＤ＆ＤＶＤ 

ＣＤ「ブラバン スタンダード・ポップス」 2009 年 CD 102/ﾌﾞ 中央 

「コパカバーナ」や「シング・シング・シング」など、吹奏楽の定番曲がギュッと詰ま

った一枚です。楽しい曲がたくさんなので、つい踊りたくなっちゃいます₍₍ (ง ˙ω˙)ว ⁾⁾ 

 

ＤＶＤ「風が強く吹いている」 2009 年 DVD C41/ｶ 中央 

 三浦しをんの同名小説を映画化した作品で、素人寄せ集め集団である寛政大学陸上部が

箱根駅伝を目指す話です。箱根駅伝のシーンはエキストラも多数参加していて、大迫力！ 

★★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♪ 

 

○『パワーアップしようぜ！みんなの吹奏楽』 

ヤマハミュージックメディア 2014年 764.6/ﾊﾟ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『写真図解Ｊｒ．スポーツマッサージ』 

小倉玲司∥著 日東書院本社 2011年 780.19/ｵ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『史上最速の甲子園』 

松永多佳倫∥著 メディアファクトリー 2011年 783.7/ﾏ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『必ず役立つ合唱の本』 

清水敬一∥監修 ヤマハミュージックメディア 2013年 767.4/ｶ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『トラック走を極める！陸上競技中長距離』 

松井一樹∥監修 メイツ出版 2017年 782.3/ﾄ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『絶対！盛り上がる軽音楽部１００のコツ』 

片桐慶久ほか∥監修 ヤマハミュージックメディア 2015年 764.7/ｾﾞ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『トリガール！』 

中村航∥著 角川マガジンズ 2012年 913.6/ﾅｶ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『写真の撮り方手帖』 

繁延あづさ∥著 毎日コミュニケーションズ 2008年 743/ｼ 一般 

 

○『うたうとは小さないのちひろいあげ』 

村上しいこ∥著 講談社 2015年 913.6/ﾑﾗ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『氷菓』 

米澤穂信∥著 角川書店 2001年 913.6/ﾖﾈ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

予告：次号の特集は「いきものだもの」です。 

お楽しみに♪ 

 



☆新着図書・この本読んで！☆ 
分かればきっとスッキリするはず！ 

「頭のストレッチ 謎解きパズル」 

小野寺紳∥著 高橋書店 798/ｵ ﾃｨｰﾝｽﾞ  

 新学期始まって間もないですが、みなさん正月ボケし

ていませんか？気分転換のためにも、頭を使ってストレ

ッチしてみましょう。ここで１つ問題です。「ある男は１

年３６５日、床屋へは行かないという。それなのに、さ

っぱりと刈りたての髪をしている。自分や仲間が刈った

わけでもないらしい。さて、どういうわけなのだろう？」

答えは本を見て確認してね♪ 

よし、ノートを買いに行こう。 

「『物語』のつくり方入門 ７つのレッスン」 

円山夢久∥著 雷鳥社 901.3/ﾏﾙ ﾃｨｰﾝｽﾞ  

 書きたいことがある程度決まっているというひとも、 

なんか書きたい気がするけど詳しくは決まってないとい

うひとも使える一冊です。いま自分の中で決まっている

こと、これから作るべきことをワークシート形式で考え

ます。どんな話かという漠然とした問を、ジャンルや世

界観、出来事、動機、エピソードなどの細かい要素に分

けて考える作業は、自分のお気に入りの本や映画をどう

して好きになったのか納得できて楽しかったです。 

ふわもふの極み！！！ 

「えぞふくろうのきもち」 

横田雅博／著 北海道新聞社 488.75/ﾖ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 とにかく「かわいい(*^_^*)」しかないです。ふわふ

わもふもふのえぞふくろうの赤ちゃんの写真がいっ

ぱいで見ているだけで癒されます。 

 本も小さいので持ち運びにピッタリ！いつでもど

こでも、ふくろうたちと出会えます♪ニヤニヤしすぎ

て周りから変な目で見られないようにね（笑） 

 


