
『のぼうの城 上・下』
和田竜／著 小学館文庫

石田三成率いる二万の軍に囲まれ

た忍城の軍はわずか五百人。しかも

城主は、でくのぼうの「のぼう様」と呼

ばれているほど、何をやっても不器用

な男。

すぐに忍城の敗北で終わると誰も

が思っていたこの戦いが、歴史に名を

残す、まさかの名勝負となる！

『中学生のきみに

読んでほしい本』

「ビブリオバトル全国大会 inいこま」の

発表者による、どの本も読みたくなる

くわしくは、広報いこまち、いこまビブリオ倶楽部ＨP

（http://ikomabiblio.jimdo.com/） で発表予定
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会場：生駒市図書会館

１１２２月月２２２２日日（（金金））

第３回

生駒市内のいろんな中学校から参加。

違う学校の人と出会えるのも、めったにないチャンスです！

ここんんななああななたたににはは、、 ががおおすすすすめめ！！ココレレ！！
去年はどんな本が選ばれたんだろう？

と 気になったあなたには…

32 編のエッセイがのっています。市内の図書館・室

や学校の図書室でも見ることができます。

来年３月４日（日）に開催される全国大会の

トークゲストは『ツナグ』（中面で紹介中！）や

『島はぼくらと』などの作品を書かれた

辻村深月さんに決定！

ぜひ見に来てくださいね！

こんな面白い

本があるんだ…

私と同じやん！

へぇ～あの人は

こういうことが

好きなのか…

オススメです！



ここんんななああななたたににはは、、 ががおおすすすすめめ！！

『アラスカ 光と風』

星野道夫／著 福音館書店

アラスカを旅し、アラスカに生きた写真家、星野道夫。

彼が遺した写真やエッセイは、アラスカの大自然とそ

こに生きるものたちへの畏敬と愛情にあふれている。カ

リブーの季節移動を追う旅からアラスカ先住民の古老

の記憶をたどる「新しい旅」へ。自然と人間との関わり

を撮り続けようとした彼の作品は、多くのことを教えて

くれる。

ハロウィンにいかが？

『簡単コスプレ＆イベント服』
みる(mille)／著 主婦の友社

『かわいく作れるチョコ＆お菓子』
主婦の友社

『フェルトの部活マスコット』
ブティック社

絵が描けたらいいな

ちょっとしたメモが一気にかわいく！

『カモさんの簡単＆かわいいイラスト』
カモ／著 ＮＨＫ出版

そっくりリアルに描けます。

『ディズニードローイングＢＯＯＫ』
ブティック社

『HAPPY 友チョコ』
中村陽子／著 成美堂出版

みんなの言うことって、
ほんとかなぁ…と
疑問に思ったら

『大人を黙らせるインターネットの歩き方』小木曽健／著 筑摩書房

『YouTube 動画編集養成講座』SHIN-YU／著 ソーテック社

『インスタグラム基本＆活用ワザ』

田口和裕・いしたにまさき＆できるシリーズ編集部／著 インプレス

『ウソ？ホント？ トリックを見やぶれ全３巻』曽木誠／監修 岩崎書店

『王への手紙 上・下』

トンケ・ドラフト／作 岩波書店

「大事な手紙を白い盾の黒い騎士に渡してほしい…。」

見知らぬ老人に頼まれた騎士見習いのティウリが、白い

盾の黒い騎士を見つけ出した時、騎士は敵の騎兵たちに

襲われ、血まみれで倒れていた。そして息を引き取る寸

前に、手紙を自分の代わりに隣の国の王に届けるよう、

ティウリに託す。こうしてティウリの危険な旅が始まっ

た…。

いいね！がほしい！

『烏
からす

に単
ひとえ

は似合わない』

阿部智里／著 文藝春秋

世継ぎである若宮の后選びのため、貴族四家から四人の姫

君がそれぞれの思いを胸に秘めて登殿する。しかし、肝心の

若宮は姿を見せず、侍女の失踪、不審者の死など事件が続く。

みやびな宮廷物語に謎がからみ、意表をつく結末に。人から

烏に転身する八咫烏の世界を描くシリーズ１作目。

『いつも彼らはどこかに』

小川洋子／著 新潮社

その女性は、依頼者の思い出の品をたずさえて、思

い出の地をめぐる身代わり旅人であった。ある旅の途

中、ガラスに竜の落とし子を入れた男性と出会う。

（「竜の子幼稚園」） 静かに、けれど確かな存在感で

人に寄り添う動物たちが登場する。温かな余韻を残す

８つの物語が収録されている。

『ＧＯＳＩＣＫ』

桜庭一樹／著 株式会社 KADOKAWA

留学生の久城と話を聞くだけで事件を解決してしま

う美少女・ヴィクトリカは、手にした招待状で豪華客

船に乗り込むが、それは学園で噂されていた幽霊船だ

った。ヴィクトリカが淡々と推理するにもかかわらず、

他に招かれた客は次々と消えていき、刻一刻と船は沈

んでいく。姿を見せない謎の殺人鬼に追われながら、

２人は無事船から脱出することはできるのか？

少しの空き時間で楽しめる短編集２つ！

『ねらわれた星』
星新一ショートショートセレクション

星新一／著 理論社

原子炉のカスや伝染病の実験に使われた動物の

死体など、捨てたいものは何でも捨てられる穴の

おはなし。（「おーい でてこい」）

『５分後に意外な結末

①赤い悪夢』

学研

ただ一つだけどんな願いでもかなうとしたら、何

を望む？友情？お金？散々考えていちばん大切なも

のは「健康」と答えを出した主人公に訪れた結末は？

（「いちばん大切なもの」）

『獣の奏者 Ⅰ闘蛇編』

上橋菜穂子／著 講談社

幼いころ獣ノ医術師である母と死別したエリンは、養父の

ジョウンに育てられ、生き物にとても関心を持つように。

母が隠した闘蛇の死の真相について探る中、幻の獣・王獣に

出会い、エリンは母と同じ獣ノ医術師を目指すようになるが

…。少女の生き物へのひたむきな愛とそれでも全ては分かり

合えないという葛藤、そしてエリンを巻き込む政治的思惑と

の戦いを描く王国ファンタジーの第 1部。

ココレレ！！

時間のないあなたに

『ツナグ』

村深月／著 新潮社

死んだ人間と生きた人間を会わせる使者（ツナグ）。ツ

ナグを通して会えるのは、一生に一度だけ。

大好きだった親友御園
み そ の

への嫉妬心から、御園が通る坂道

を凍結させるため、蛇口をひねってしまう女子高生の嵐。

翌朝、御園は本当に交通事故で亡くなってしまう。自分が

やったことを誰にも知られたくない嵐は、口封じのため、

ツナグに御園との再会を依頼する。――二人は何を語るの

だろうか。

ツナグを通して果たされる一夜限りの再会は、様々な人

間模様を写しだす。心にしみる連作長編小説。

泣きたいあなたに

イベントでは盛り上がりたいあなたに

ＲＰＧが好きなら

美少女名探偵とスリルを味わうなら

地球を旅したいあなたに

非日常の短い物語を味わうなら異世界の物語を楽しむなら
ファンタジーの世界に浸るなら



佐藤 典子（さとう のりこ）

Ａ１ 図書館の「絵本の会」に息子を連れて行ったのがきっ

かけです。読み聞かせなどを通じて、誰かと一緒に本

の世界を旅することができたら素敵だなと思いまし

た。

Ａ２ 『グリズリー』『もつれた蜘蛛の巣』『瞬きもせず』

Ａ３ 中２の時「家を出たい」と親に言ったら「高校卒業す

るまでは駄目」と言われた。中３で親友ができた（今

も仲良しです）。

Ａ４ 美術部

Ａ５ 自然の中でぼーっとする。植物の世話。夫としゃべる

（演劇・映画・本・政治などについて）

★★Message★★ 心の支えになる本は人それぞれ違いま

す。だから色々な本を図書室に揃えて、皆さんひとりひとり

が「大切な一冊」に出会えるようお手伝いしたいです。よろ

しくお願いします。

清水 由起（しみず ゆき）

Ａ１ 大好きな本を通して、誰かの為に読書のお手伝いをし

たいと思ったからです。

Ａ２ 中学時代はアガサ・クリスティやエラリー・クイーン、

赤川次郎などの推理小説にはまっていました。

Ａ３ ケーキやクッキーを焼いて友達と誕生日パーティを

していました。

Ａ４ 手芸部

Ａ５ 映画鑑賞、美術鑑賞

★★Message★★ 図書館(室)に遊びに来てください。気

軽に声をかけてくださいね。

川口 光枝（かわぐち みつえ）

Ａ１ 市の図書館で臨時職員として働いたのがきっかけで、

司書の仕事に興味を持ちました。

Ａ２ あまりに遠い記憶で定かではないですが、星新一シリ

ーズや推理小説。中３の頃に松本清張の「点と線」

を読んで初めて夜更かししました。

Ａ３ 部活に明け暮れていました。

Ａ４ バスケットボール部

Ａ５ 好きなのは、読書とか、映画鑑賞とか、旅行とか、コ

ンサートに行くことです。

★★Message★★ 本は自分で好きなように楽しむもの。

中学生は部活や勉強で忙しいけど、この時期にしか、味わえ

ない本との出会いがあるので、ぜひ図書館に足を運んでくだ

さい。

河合 綾子（かわい あやこ）

Ａ１ 以前は銀行に勤務していて、読書は趣味として楽しん

でいました。退職後、時間ができて好きなことを仕事

にしたいと思い、司書の資格をとりました。

Ａ２ 赤川次郎さんの青春ミステリー

Ａ３ 化学の実験中、不注意で硫酸が顔にかかってしまい大

騒ぎに。校長先生に病院に連れて行ってもらいまし

た。

Ａ４ テニス部

Ａ５ 外でスケッチ

★★Message★★ 私はあまり本を読む中学生ではなかっ

たので、学校の図書室にある本を意外に知らなかったりしま

す。おすすめの本を教えたり教えられたり、皆さんといっし

ょに読書を楽しめたら、とてもうれしいです。

   

開館時間：９時３０分～１７時

生駒駅前図書室は平日（火～金）２０時まで開館

★図書館・室のあいている時間★

休館日：月曜日(祝日は開館)、館内整理日(原則第１金曜日)、年末年始

★質 問！

Ｑ１ 司書になった動機

Ｑ２ 中学時代に読んで心に残った本

Ｑ３ 中学時代の思い出

Ｑ４ 中学時代の部活

Ｑ５ 趣味

佐藤さん

上中学校

(月･火･木)

河合さん

光明中学校

(火･水･金)

清水さん

大瀬中学校

(火･水･金)

川口さん

南中学校

(火･木･金)

本の検索、予約などもできます。

生駒市図書館ホームページ

http://lib.city.ikoma.lg.jp/


