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◆ とぴっく ◆ 

Read me ! 「特集 いきものだもの」 

新着図書 

コラム 「 表紙応募作品展 」 

季刊ブックレビュー 

 

 いきものだもの 

イラスト：なつきん さん 



 

 

 
平成２９年４月号から始まった、「みどりの翼」表紙投稿募集。 
担当一同どんなイラストが届くのか毎回楽しみにしております。 

しかし、表紙に採用されるのは一人だけ・・・ 
残念ながら表紙とならなかったこの作品たちを、みなさんに見てい
ただきたいと思い、今回特別にイラスト展を開催します☆ 
 

  

 

次回のテーマは 

「ひんやり」です。 

たくさんの応募まってるぜ！ 

 



 … 特集 いきものだもの … 
 

動物には動物の、魚には魚の、昆虫には昆虫の生き方がある。 

言葉も通じないし、分からないことだらけだけれど、 

かわいいだけじゃないし、危険なやつらもいるけれど… 

それでも気になるし、知りたいと思ったりするのです。 

 

マンボウの学名は Mola mola（ﾓﾗﾓﾗ）←なんかかわいい 

「マンボウのひみつ」 

澤井悦郎∥著 岩波書店 2017年 487/ｻ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

マンボウが好きでマンボウ研究者になった著者によ

る、ありそうで意外となかった、まるごと１冊マンボウ

の本。大きいと約３メートルにもなるマンボウ。その研

究は難しく、まだ分からないことだらけみたいだけれ

ど、研究への情熱が伝わってくる。 

個人的には、７章の SNS 等から拡散したマンボウの

都市伝説の話をオススメしたい。 

緊急時に飛行機を着陸させる方法 転覆船からの脱出法 知りたい？ 

「ＳＵＲＶＩＶＥ！『もしも』を生き延びるサバイバル手帖」   

ガイ・キャンベルほか∥著 文響社 2017年 369/ｻ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 あらゆるハプニングに遭遇した場合に生き延びる

方法、最低限必要な道具・物資などが記されている。

蛇に噛まれたときの対処法、落雷の避け方など実用

的なものから、ティラノサウルスに対処する方法と

いった非日常ものまで幅広くあり、使う機会は一生

なさそうだと思われる章も多いのだが、命の危険に

出会った時、一番の武器は知識と冷静さであること

を考えれば、全章読んでおく価値があると思う。 



カンガルーだってぐうたらしたいんだもの。 

「カンガルー・ハッチのおやじな毎日」 

佐藤あきら∥写真 PHP研究所 2007年 489.3/ｶ 一般 

 カンガルーなのにおやじって何事？！でも中身を

見るとナットク、ハッチが寝転がる姿はまるで日曜

日にテレビを見るお父さんのようです笑。でもお父

さんと違って（失礼）、得意のサンドバックを使った

筋トレだってバッチリ。カメラ目線で鍛えられた胸

筋を自慢するその姿はイケメンそのもの。 

 2009年 7月に亡くなられたそうです。 

生きものを育てるのは難しい、人間だって。 

「金魚たちの放課後」 

河合二湖∥著 小学館 2016年 913/ｶ ﾃｨｰﾝｽﾞ  

 生き物を飼っても、植物を育ててもうまくいかない…

そんな経験から、自分のことを触れるだけで命を吸い

取る「死神の指」だと思っている慎は、学校の課題で

金魚を育て始める。いつも通り次々と弱っていく金魚

を、友だちの金魚と取り替えているところを同級生に

目撃されてしまう。「死神の指」なんて思い込みだと彼

女に言われてしまった慎は、2人で賭けをするが…。 

作家とナマズの奇妙な共同生活 

「コリドラス・テイルズ」 

斉藤洋∥著 偕成社 2012年 913/ｻ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

デパートの熱帯魚売り場で作家の「私」は正体不明の

声を聞く。「後悔はさせない」という言葉にそそのかさ

れた私は、ナマズの仲間コリドラス・パレアトゥスとネ

オンテトラを飼うことに。声の主は「コリドラス」だっ

た。この魚、流暢にしゃべって皮肉は言うし、時々水槽

からいなくなる。はたして仲良くやっていけるのか？ 

「私」作のショートショートも多数収録。 



あなたはどの動物を操りたい？ 

「フェラルズ１」 

ジェイコブ・グレイ∥著  講談社 2016年 933/ｸﾞ/1 ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 動物と意思を通わせ、彼らを自在に操れる能力を持

つ〈フェラル〉と呼ばれる能力者たちがいた。その能

力は一子相伝で、代々親から子へと伝わっている。 

彼らの中には能力を使い、人間を支配しようと考え

る者がいた。フェラル同士の対立は“ダークサマー”

と呼ばれる、最悪の連続犯罪のかたちでブラックスト

ーンの街を襲った。その事件から８年後･･･。 

映画化が決定しているダークファンタジーです。 

言われてみれば、小さい頃のほうが自然と心が近かったなぁと・・・ 

「センス・オブ・ワンダー」 

レイチェル・カーソン∥著 新潮社 1996年 934.7/ｶｿ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 著者の名前を聞くと、環境破壊の恐ろしさを書いた

「沈黙の春」が思い浮かびますが、こちらは自然とふ

れ合うなかで出会う小さな光景を、不思議に感じたり、

神秘的に思えたりすることの大切さを伝える一冊で

す。子供の頃、浜に寄せる波のかたちを飽きずに眺め

ていたり、きれいな落ち葉やどんぐりを集めてポケッ

トをいっぱいにしていた自分を思い出しました。 

全米が笑った！？ 

「進化くん」 

マラ・グランバム∥著 飛鳥新社 2016年 480.4/ｸﾞ 一般 

 アメリカのネットで話題となった生物写真集が

日本初登場！ 

 インパクト大の見た目重視の本かと思いきや、読

んでみるとおもしろい。「進化くん」と「生物多様

性くん」の掛け合いに思わず笑っちゃいます。 

生物の進化って不思議！どうしてこうなるの！

と突っ込みたくなりますよ。 



み  ど  り  い  ろ  の  あ  い  つ 

「＃ガチャピン本」 

ガチャピン∥著 一迅社 2015年 699.68/ｶﾞ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

そう、ガチャピンです。ツイッターアカウントの

フォロワー数は驚異の 153万超！（1/１８現在） 

この本では、ツイッターのフォロワーさんからの

質問に答える形式で進んでいきます。ムックもそれ

ぞれの質問に一言添えているのが可愛らしいです。 

ソロショットあり、ムックとのフォトセッション

ありで大満足の一冊です(●´ϖ`●) 

ただただ、可愛い。 

「ＨＩＰＳ？Ｎｏ！Ｂｕｔｔｏｃｋｓ おしり図鑑」 

エクスナレッジ 2014年 748/ﾋ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 「あー癒されたいー！癒しが欲しいー！」と思

っていたら、こんな本がありました。動物の図鑑

ってたくさんありますが“おしり”にフォーカス

した図鑑は珍しい気がします。その動物の豆知識

も載っていて、そうなんだ！の連続です。 

 …コビトカバの肉はおいしいらしいですよ。 

本当かしら…。( ;-`д´-)ｧﾚﾏ… 

 

☆「いきものだもの」なＤＶＤ 

ＤＶＤ「グレムリン」 2002 年 Ｃ42/グ 中央 

ギズモと名付けられた可愛いペットを飼育するには３つの約束を守らなくてはならない。

守らないと大変なことに！！まずはギズモのかわいさにやられてください♪ 

 

ＤＶＤ「Ａｌａｓｋａ星のような物語」 200６年 ＤＶＤ481.7/カ 中央 

 アラスカを撮り続け、４３歳で亡くなった写真家・星野道夫。彼の写真と言葉は、自然

やそこで生きる動物たちの美しさや厳しさを教えてくれる。 

★★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♪ 

 

○『うんこがへんないきもの』 

早川いくを∥著 KADOKAWA 2014年 481.78/ﾊ 一般 

 

○『イカはしゃべるし、空も飛ぶ』 

奥谷喬司∥著 講談社 2009年 484.7/ｵ 一般 

 

○『クモの巣図鑑』 

新海明∥著 偕成社 2013 年 485/ｼ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『働かないアリに意義がある』 

長谷川英祐∥著 メディアファクトリー 2010年 486/ﾊ 一般 

 

○『世界でいちばん素敵な鳥の教室』 

斉藤安行∥監修 三才ブックス 2017年 488/ｱ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『フライドチキンの恐竜学』 

盛口満∥著 ソフトバンククリエイティブ 2008年 488.1/ﾓ 一般 

 

○『カラスの教科書』 

松原始∥著 雷鳥社 2013 年 488.99/ﾏ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『羊に名前をつけてしまった少年』 

樋口かおり∥著 ブロンズ新社 2011年 913/ﾋ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『リトルターン』 

ブルック・ニューマン∥作 集英社 2001年 933.7/ﾆﾕ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『ライフタイム』 

ローラ・M・シェーファー∥ぶん ポプラ社 2015年 E/ﾆ 児童 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

予告：次号の特集は「ひんやり」です。 

お楽しみに♪ 

 



☆新着図書・この本読んで！☆ 
おしゃれでかわいい針しごと ここにあります❤ 

「ａｎｎａｓのもじの刺繍」 

川畑杏奈∥著 光文社 2017年 594.2/ｶ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 家庭科が苦手でも、お料理もミシンも好きになれなく

ても、手作りには興味があって、きれいな布や糸は好き。

そんなあなたには刺繍がピッタリ。“もじの刺繍”とあり

ますが、アルファベットが植物や動物でできていたりし

て、イラスト図案集としても有能。あなたのちいさな 

一作目は、フォトフレームに入れてお部屋に飾って✿ 

クマに襲われたって、寒冷地だって 

「全図解アメリカ海軍ＳＥＡＬのサバイバル・マニュアル 災害・アウトドア編」 

クリント・エマーソン∥著 三笠書房 2017年 369.3/ｴ ﾃｨｰﾝｽﾞ  

 地震、台風、雪崩などなど…いつ何時トラブルに遭うか

分からない！そんな時のためにこの本を読んで備えてお

こう！！アメリカ海軍の精鋭部隊である SEAL 元隊員直

伝のテクニックを使えばもう安心。 

 海賊から身を守るとか、ハイジャック犯を倒すなどな

ど、実践したら危険なものもあるから読み物として楽しん

でみるのもオススメです。 

「嫌い」で終わらせないために。 

「マンガでおさらい中学数学」 

春原弥生、佐々木隆宏∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017年 410/ｽ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 私も数学は苦手でしたねぇ…。「こんな公式を勉強し

たところで、将来何の役に立つんだろう。」という疑問

を抱きながら、日々を過ごしていました。数学の勉強を

通して、物事を判断する力、数学的な考え方ができるよ

うになっていくのだと分かりました。そう思うと、数学

もこれまでより身近に感じられる気が…します…。 

 


