
生徒・保護者の皆様へ

5月26日

書　　　名 著　　者 出版社
のほほん 工藤直子 小学館
ヴィヴァーチェ あさのあつこ 角川書店 

ヴィヴァーチェ　2 　漆黒の狙撃手 あさのあつこ 角川書店
ミヤマ物語　第2部 　結界の森へ あさのあつこ 毎日新聞社

復讐プランナー あさのあつこ 河出書房新社

たたみの部屋の写真展 朝比奈蓉子 偕成社
フリーター、家を買う 有川浩 幻冬舎
犬と私の１０の約束 川口晴 文藝春秋
ステップ 重松清 中央公論新社

ピアチェーレ  にしがきようこ 小峰書店
ぼくらの先生！ はやみねかおる 講談社
復活！！虹北学園文芸部 はやみねかおる 講談社
たまごを持つように まはら三桃 講談社 
虎と月 柳広司 理論社
まるまれアルマジロ! 安東みきえ 理論社
夕暮れのマグノリア 安東みきえ 講談社
少年譜  伊集院静 文藝春秋
四十九日のレシピ 伊吹有喜 ポプラ社
六月のリレー 伊沢由美子 偕成社
二メートル 横山佳 ＢＬ出版
ハミダシ組 横沢彰 新日本出版社

トライフル・トライアングル  岡田依世子 新日本出版社

モップガール 加藤実秋 小学館
少年少女飛行倶楽部 加納朊子 文藝春秋
神様のカルテ 夏川草介 小学館
神様のカルテ　2  夏川草介 小学館
ラストラン 角野栄子 角川書店
ボクシング・デイ 樫崎茜 講談社
建具職人の千太郎 岩崎京子 くもん出版

そのぬくもりはきえない 岩瀬成子 偕成社
チェンジング 吉富多美 金の星社
ガール！ガール！ガールズ！ 宮下恵茉 ポプラ社
よろこびの歌 宮下奈都 実業之日本社

大盛りワックス虫ボトル  魚住直子 講談社
映画篇 金城一紀 集英社
時の扉をくぐり 甲田天 ＢＬ出版
やぶ坂に吹く風 高橋秀雄 小峰書店
緑の模様画 高楼方子 福音館書店

神去なあなあ日常 三浦しをん 徳間書店
港町ヨコハマ異人館の秘密 山崎洋子 あすなろ書房

渋谷に里帰り  山本幸久 日本放送出版協会

ぼくらのミステリー列車 宗田理 ポプラ社
ぼくらのモンスターハント 宗田理 ポプラ社
食堂かたつむり 小川糸 ポプラ社

ゾウアザラシの寝顔、顔と顔を合わせたカバの親子、コロンとあおむけになったアライグマ…。見るだけでホッとするようなネイチャー写真と楽しくてリズミカルな言葉が織り成す、フォトポエム絵本第3弾。

灰汁色の霧に覆われた地球。16歳のヤンは、最下層地区で暮らしながらも、親友ゴドとともにいつかロケットでこの星から飛び立つという、大きな夢を持っていたが…。少年たちのブレイブ・ファンタジー。

ヴィヴァーチェⅡ号の乗組員として宇宙に旅立ったヤン。しかしクーデターを逃れ、少女とともに乗り込んできた王家の護衛兵士は、強制的に船の行き先を指示する。目的地は、輸送船オオタカが幽霊海賊船に襲われた地点だった…。

ウンヌの山は深い。風の音も、ハギと透流の足音も、みんな山の中に吸い込まれて消えてしまう…。ウンヌ、雲濡という同じ響きをもった2つの世界をめぐる少年、ハギと透流の物語。『毎日小学生新聞』連載を卖行本化。

突然、いじめられる日々がはじまり、途方に暮れる雄哉。クラスメイトたちの手管に弱る雄哉の前に、「復讐計画を立ててみれば」と物騒なことを呟く不思議な先輩が現れる。ひそかにチームは集い、ゆっくりと動き出した…。

決して進まない、おばあさんの時計。だけど家族への愛がいっぱいつまっていた-。いまを忘れ過去に生きる認知症のおばあさんと、その亡き息子と思いこまれてしまった少年の、ひと夏の物語。

やり甲斐とか、本当にやりたい仕事とか、言ってる場合じゃないし! 崩壊しかかった家族の再生と、「カッコ悪すぎな俺」の成長を描く、勇気と希望の結晶の物語。webサイト『日経ネット丸の内office』連載を卖行本化。

あかりが12歳の時、子犬のソックスがやってきた。亡くなった母はその子犬を見て「犬を飼う時には、犬と10の約束をして」と言った。はたして、あかりは約束を守れるのか…。犬と人の触れ合いを描いた感動作。

結婚3年目、妻が逝った。のこされた僕らの、新しい生活-。泣いて笑って、少しずつ前へ。一緒に成長する「パパと娘」を、季節のうつろいとともに描く。『中央公論』連載「恋まで、あと三歩。」を改題し書籍化。

中学2年生の嘉穂には、母のちがう歳のはなれた妹が2人いる。その2人と父は、遠くに家庭を持っている。それは、たいへんなことだけど、今、何が自分にとって大切なことかが嘉穂はわかりはじめ…。

定年退職した元・小学校の先生が、小さな謎をひそませながら語る子どもたちとの日々。謎がとけたとき、幸せな子ども時代がよみがえる-。小学校を舞台に、先生と子どもたちのきらめくような夏をとじこめたミステリ短編集。

文芸部に入ることだけを楽しみに、虹北学園に入学したマイン。だが、部が廃部になっていることを知り、文芸部復活のために奔走するが…。一生懸命に夢に向かうことの素晴らしさを描いた熱血文芸部物語。

自信が持てず臆病で不器用な早弥。ターゲットパニックに陥った天才肌の実良。黒人の父をもち武士道を愛する少年、春。たまごを持つように弓を握り、心を通わせていく、中学弓道部の男女3人が織りなす青春小説。

父は虎になった。父がどうして虎になったのかを知りたい。それが波瀾万丈にして、不思議な旅の始まりだった…。言葉の魔術師・柳広司が放つ、中島敦「山月記」に想を得た奇想天外な変身譚。

卵があった。だちょうが産んだ卵だった。しかし何日たっても孵らなかった。死んでしまったことを悲しみ続ける母親を見て、父親は代わりのものを探すが…。幸せに必要なものとは? 表題作を含む全5編の短編集。

夕暮れ時、静かに目をこらして。ふしぎな世界はすぐそばにある。光と闇のまざる時間、生と死の境目がぼんやりするころ-。女子中学生・灯子の感受性がつむぐ、やさしさと不思議さに満ちた一年間を、美しく巧みな筆致で描く。

誰と出会い何を学ぶか。少年時代は黄金期である…。炭焼き小屋の老夫婦にもらわれた少年の数奇な運命を描く表題作ほか、幻の短篇2作を含む、人生の喜びと厳しさを活写する少年小説集。

母・乙美が亡くなり、気力を失った父・良平のもとに、乙美の教え子だった金髪の女の子・井本が訪れる。彼女は四十九日までのあいだ家事を請け負うと言う。彼女は乙美が作ったあるレシピを良平に伝えにきたのだった…。

どんなことをしても、クラス対抗リレーにまたでたい-。それぞれのっぴきならない事情を抱えている、准たち2年D組のリレーメンバー5人。彼らは気持ちを一つにして、ただひたすらゴールに向かう!

家では母ちゃんとばあちゃんに押しまくられているおれ。突っ張ってみせているのに、通学路でも毎日へんなヤツに説教される始末。アイツとは、話したことがないはずだった。でも、この距離は、なんなんだ?

目立たなくたっていい。同じ教室にいるだけで仲間なんだから-。校内をふらつくチタとリョウは、空き教室の旧3年D組に居座るようになった。腹痛をきっかけに優等生の博も旧D組の住人になり…。

二卵性双生児の健と愛。柔道教室に通う愛は、ビーズ織り大好きの健を、からかい半分にこう呼ぶ-「オカマ」。ある日、喫茶店を開店することになった園村さんが挨拶に来た。でも、園村さんって、女? それとも…。

なんなのこの人たち、この会社? 高給優遇、初心者大歓迎。求人広告の誘いに乗って、フリーターの桃子が就職した先は、事件・事故現場の後始末が専門のスペシャルな掃除会社だった…。

中学1年生の海月が幼馴染の樹絵里に誘われて入部したのは「飛行クラブ」。メンバーは2年生の変人部長・神、通称カミサマをはじめとするワケあり部員たち。果たして、海月たちは空に舞い上がれるか? 空飛ぶ青春小説。

栗原一止は信州の病院に勤務する内科医。一般診療から救急医療までをこなす地域医療の現実は厳しい。それでも仕事を続けるのは…。地方病院を舞台に個性豊かな登場人物たちが織りなす、いのちの物語。

新年度、本庄病院の内科病棟に、一止の大学の同窓である進藤が着任してきた。だが、進藤の医師としての行動は、かつての姿からは想像もできないもので…。地方病院を舞台に個性豊かな登場人物たちが織りなす、いのちの物語。

74歳のイコさんが「残された人生でやっておきたいこと」は、バイク・ツーリング。5歳で死別した母の生家を目指して旅に出る。着いた家には不思議な少女が住んでいて…。「魔女の宅急便」の著者が贈る、自伝的小説。

クリスマスに1日遅れてプレゼントを開ける日、それがボクシング・デイ。「ことばの教室」に通う少女がもらったものは、「発音」そして「言葉」という贈り物だった。級友や先生に背中を押されて、少女が小さな扉を開けていく。

わずか7歳で鶴見村の建具屋「建喜」に奉公に出された千太郎。まだ友だちと遊んでいたいさかりの千太郎だが、いろんな人と出会うなかで、しだいに腕のよい建具職人を目指すようになる。江戸期の庶民の生活と心根を描いた長編。

犬の散歩をひきうけて出入りするようになった家で出会った不思議な男の子。なんだかちぐはぐなのに、どうしようもなく響きあう心と心…。子どもたちの現在を描き続けてきた児童文学作家による長編。

クラスのいじめに耐えていた森河大夢は、偶然出会った料理教室の先生・香奈子に料理を教わるうちに、人にはさまざまな「味」があることを学んでいく。現実に立ち向かう勇気を得た大夢は…。

学校でもテニス部でも、女子の世界の法則を守ってうまくやってきた、中学2年の日菜。でも学校一のルックスの藤崎翔音の一言で、日菜の平和な世界は崩壊してしまい…。14歳、等身大のガールズストーリー。

玲は著名なヴァイオリニストを母に持ち、声楽を志していたが、音大附属高校の受験に失敗、新設女子高の普通科に進む。挫折感とコンプレックスから抜け出せない玲。しかし、校内合唱コンクールを機に玲の心に変化が生まれる…。

無気力で存在感の薄い江藤公平の目の前に、突然小さな虫のような生き物が現れた。「ひとを1000回笑わせろ」というその生き物の命令に従い、公平はそれまで接点のなかった2人とお笑いステージをやることになり…。

友情、正義、ロマンス、復讐、そして笑いと感動-。「太陽がいっぱい」「愛の泉」など名作映画をモチーフに、映画がきっかけで出会った人々の友情や愛を描いた5つの作品を収録した小説集。

ゴッホが日本に来たら!? 広重のところで見習い絵師をしている佐吉は庭にあらわれた赤毛の男に腰をぬかした。けど、その男の話はもっとたまげるものだった…。佐吉と男は広重に連れられて、北斎を訪ねる旅に出る。

仲の良い友人の良夫と和雄。2人の家はやぶ坂の上に並んで建っている。貧しいけれど心温かい暮らし。人と人は、手をつなぎ、支えあえば生きていける…。1960年代を舞台に、人の心のつながりを描いた短編集。

海の見える坂の街。三つ葉のクローバーのように心を結び合う、まゆ子・アミ・テト。彼女たちが出会ういくつもの物語の網目には、小さな危機もひそんでいた…。少女たちがつむいでゆく、きらきらとした日々のタペストリー。

高校卒業と同時に平野勇気が放り込まれたのは三重県の山奥にある神去村。チェーンソー片手に山仕事を始めるが、先輩の鉄拳、ダニやヒルの襲来、さらに村には秘密があって…。林業にゆる?くかける青春の物語。

昼間は名門ミッションスクールに通うおしとやかな女学生。夜は俥夫として、港町ヨコハマを駆けめぐる少女おりんが、「悪魔からの手紙」におびえる級友を救うため、俥引きで鍛えた脚力と持ち前の好奇心を武器に、謎に挑む!

スクランブル交差点。人ごみの中、センター街へむかって走る。負けるものか。走りながら稔は胸の内で繰り返す-。ノスタルジックな渋谷を描いた、渋谷オシゴト系青春小説。NHK出版ホームページ連載に加筆修正して卖行本化。

英治がN高に入って2年生の夏休み。「ぼくら」は鈍行列車での旅を計画した。東京から熱海までのルートは決めたが、あとは行きあたりばったりのミステリー列車の旅。ところが事件が発生し…。

徒歩1時間以内に行ける距離で、1時間以内で起こる悪事を、本名と似顔絵とともにモンスターとして表示する「モンスター辞典」。それを手に入れた摩耶は、「ぼくら」と手を組み、モンスターたちをやっつけていくが…。

撃的な失恋のあと、倫子は故郷に戻り、実家の離れで食堂かたつむりを始めた。ここの料理を食べると、恋や願い事が叶うというまことしやかな噂とともに、食堂は評判になるが…。

内　　容　　（図書流通センターのデータより引用）

・今年度初めての新着図書が６月始めに届く予定です。

・受け入れ処理をしたあと、すぐに展示会をする予定です。図書室だより 新着図書の紹介 ＮＯ １



書　　　名 著　　者 出版社
川の光 松浦寿輝 中央公論新社

旅ねずみ 松居スーザン 金の星社
８分音符のプレリュード 松本祐子 小峰書店
流れ行く者 上橋菜穂子 偕成社
おれたちのＤ＆Ｓ 須藤靖貴 講談社
夢をかなえるゾウ 水野敬也 飛鳥新社
ぼくがバイオリンを弾く理由 西村すぐり ポプラ社
キャベツ 石井睦美 講談社
皿と紙ひこうき  石井睦美 講談社
晴れた朝それとも雤の夜 泉啓子 童心社
ハーブガーデン 草野たき 岩崎書店
メジルシ 草野たき 講談社
リボン 草野たき ポプラ社
反撃 草野たき ポプラ社
クローバー 中西翠 講談社
もうひとつのヒロシマ 仲里三津治 講談社
あたらしい図鑑 長薗安浩 ゴブリン書房

秒読み 筒井康隆 福音館書店

わたしの恋人 藤野恵美 講談社
翔太の夏 那須正幹 旺文社
ぼくが探偵だった夏 内田康夫 講談社
つづきの図書館 柏葉幸子 講談社
明日につづくリズム 八束澄子 ポプラ社
シャトルバスにのって 飯田朊子 新日本出版社

熱風 福田隆浩 講談社
野球の国のアリス 北村薫 講談社
水のしろたえ 末吉暁子 理論社
プリンセス・トヨトミ 万城目学 文藝春秋
ホルモー六景 万城目学 角川書店
ダブル・ジョーカー  柳広司 角川書店
植物図鑑 有川浩 角川書店
アナザー修学旅行 有沢佳映 講談社
世界でいちばん長い写真 誉田哲也 光文社
武士道シックスティーン 誉田哲也 文藝春秋
武士道セブンティーン 誉田哲也 文藝春秋
武士道エイティーン 誉田哲也 文藝春秋
シャボン玉同盟 梨屋アリエ 講談社
スノウ・ティアーズ 梨屋アリエ 角川書店
スリースターズ 梨屋アリエ 講談社
トーキョー・クロスロード 濱野京子 ポプラ社
フュージョン 濱野京子 講談社
レッドシャイン 濱野京子 講談社
白い月の丘で 濱野京子 角川書店
木工少女 濱野京子 講談社
シズコさん 佐野洋子 新潮社
あたらしいあたりまえ 松浦弥太郎 PHP研究所

ゆりちかへ テレニン晃子 書肆侃侃房

平和な川辺の暮らしは失われた。晩夏、安住の地を求めてネズミ一家の冒険が始まる。足元で脈動する世界に優しいまなざしを向け、柔らかい魂の手触りを伝える物語。『読売新聞』夕刊の連載を加筆し卖行本化。

すみなれた森をとびだした野ねずみタルーン。気ままなひとり旅は、どきどきわくわくすることばかり。でも、母ねずみと4匹のやんちゃな子ねずみたちとの出会いによって、タルーンはようやく本当の居場所を見つけたのです…。

吹奏楽部でフルートを吹いている果单(かなみ)は、大会での入賞を目指して特訓中だ。ある日、1人の少女が転校してきた。それは有名な天才ピアニスト・透子だった。透子が学校に慣れるまで、果单が面倒をみることになり…。

父を王に殺された少女バルサ。親友の娘を助けるためにすべてを捨てたジグロ。ふたりは追手をのがれ、流れあるく。二度ともどらぬ故郷を背に…。守り人シリーズ「番外編」にあたる短編集。全4話収録。

ビートルズの完コピバンドに誘われたおれ。学校でも家でも为役になることなんてなかったおれの脇役人生が、ヤツラとの出会いで突然に変わった…。バスドラのビートが腹に響く熱血青春音楽小説。

「お前なぁ、このままやと2000%成功でけへんで」 夢をなくしたダメダメ・サラリーマンが、関西弁のゾウと出会った。言われるままに成功契約書を交わしたのはいいが…。笑って学べる成功小説!

「審査員にアピールする、わざとらしい演奏をしなければダメなのか」 コンクールに落ちたカイトは絶望し、バイオリンをやめる決意をした。しかし、運命を変える1枚の楽譜と出会い…。少年バイオリニストのひと夏の成長物語。

すべての始まりはキャベツだ。ぼくの恋は、そのキャベツから始まった-。家族のために今日もご飯のしたくをするお兄ちゃん。掃除機かけて洗濯をするお兄ちゃん。そのお兄ちゃんが妹の友だちに恋をした…。

「皿山」と呼ばれる、先祖代々伝わる陶芸家だけの集落で育った由香。高校に入って、由香のクラスに東京からジャニーズ系の転校生が入ってくる。かっこいいけど無口な転校生と心は通うのか?

あの時、なんで追いかけたりしたんだろう? あやまらなきゃって、ずっと思ってた。今なら、素直にいえそうな、そんな気がしたから…。 3人の少女のかけがえのない季節をつづるアンソロジー。

「子どもなんて仕事の邪魔でしかない」という母親の言葉を聞いてしまった由美。そんなとき、由美はあこがれのモデルそっくりな中学生の女の子、綾芽に出会う。彼女は由美を素敵なハーブガーデンに誘ってくれて…。

家族で行く最後の旅。これが終わると、私たち3人はバラバラになる-。両親の離婚と全寮制高校への進学のため、双葉の家族はもうすぐ別々に暮らすことに。父の提案ででかけたその旅で、双葉が感じた家族のカタチ。

「先輩、リボンくださぁ?い」 卓球部女子には、卒業式に先輩から制朋のリボンを貰う伝統があった。人気があるのは、卓球のうまさよりも、断然彼氏持ちの先輩。うつりゆく15歳の気持ちをリアルに描いた1年間の物語。

おとなしい子と思ったら、大まちがい。人生、ひっくり返したモン勝ち!? 真奈美、里美、有里、明子、瑞穂…。決してあきらめない中学生がしぶとく、しなやかに進む様子を描いた短編集。

四つ葉のクローバーを探して、隠して、もう一度見つけて…。中学校の図書室は、恋と秘密が生まれる場所。中学1年生の初々しい初恋と友情のたどたどしさを描く。

1万人を超える被爆者が運び込まれた、広島湾に浮かぶ島・似島の悲劇を知っていますか? 兵士や少年兵たちによる精力的な救援活動と、戦災孤児施設をめぐる似島学園の物語を描く。丹念な取材をもとにしたフィクション。

まぶしすぎる予感。老詩人との出会いが、ぼくの「13歳の夏」をかえていく…。様々な光、匂い、音のかけらが転がっている、言葉の森をさまよい歩く13歳の夏の物語。

過去に戻った男が、世界を救うために下した決断を、清々しく、光に満ちた10代の情景と重ねながら描く表題作をはじめ、多才にして多彩な作家・筒井康隆の精髄全14作品を収めた傑作集。

他人との関わりを避けているホラー映画好きの少女、森せつなと、愛情あふれる家庭で優しく育った少年、古賀龍樹。正反対のふたりの恋の行方は? 初恋のとまどいと感動を描く。『PLASMA』連載に加筆し卖行本化。

ぼくらの勇気は、あの夏の日に自然が育ててくれた-。都会から山里に引っ越してきた翔太は、自然の中で友情を育みながら、今までと違う自分を発見していく。

浅見光彦・小学校5年生の夏休み。最近、軽井沢で行方不明になった女の人がいるという話を聞き、友だちの峰男と、本島衣理の3人で現場に行くことに。すると、怪しげな「緑の館」の庭で何かを埋めようとしている男の姿が…。

「青田早苗ちゃんのつづきが知りたいんじゃ!」 司書の桃さんにそう言ったのは、絵本の中から出てきた、はだかの王様でした…。田舎町と図書館を舞台にした、ユーモアたっぷりの心温まるファンタジー。

島を出るか、残るか。夢と現実にゆれる少女たちの背中をおしてくれたのは、ポルノグラフィティの歌だった-。ポルノグラフィティの因島凱旋ライブの感動から生まれた、ふたりの少女のみずみずしい成長物語。

咲記、カオリ、真奈が計画したピクニック。知的障害のある姉・瑠記が一緒に行くと言いだし、気が重い咲記だったが…。友情を育む少女たちを瑞々しく描く。

聴覚障害を持つ孝司と病気で頭髪を失った中山は、テニスの大会でダブルスを組むことになった。しかし、2人は反発するばかり。試合数日前に中山が雲隠れをしてしまった。孝司は、中山がコートに現れることを信じて待つが…。

野球が大好きな少女アリス。彼女は少年野球チーム「ジャガーズ」のピッチャー、つまりエースだった。小学校卒業と同時に野球をやめてしまったアリスは、「ジャガーズ」を取材しに来た小説家に不思議な話を語りはじめ…。

水底の国から来た母と、エミシとの戦の最中に敵前逃亡したとされる父。その娘・真玉が、運命に弄ばれるように流されながらも、苦難の果てに自分の道を自分で選ぶまでを描く。「羽衣伝説」を下じきにした、平安朝歴史ロマン。

5月末日の木曜日午後4時、大阪が全停止した。長く閉ざされた扉を開ける「鍵」となったのは、女子になりたい中学生・大輔と彼を守ってきた幼馴染の茶子。そして、東京から来た会計検査院の3人の調査官だった…。

このごろ都にはやるもの、恋文、凡ちゃん、二人静。四神見える学舎の、威信を賭けます若人ら、負けて雄叫びなるものかと、今日も京にて狂になり、励むは御存知、是れ「ホルモー」。2006年刊「鴨川ホルモー」の続編。

結城中佐率いるD機関の陰で、もう一つの秘密諜報組織・風機関が設立された。D機関の追い落としを謀る風機関に対して、結城が放った一手とは? 「ジョーカー・ゲーム」シリーズ第2弾。『野性時代』掲載等をまとめ卖行本化。

「お嬢さん、よかったら俺を拾ってくれませんか? 咬みません。躾のできたよい子です」 楽しくて美味しい道草がやがて2人の恋になる…。長編恋愛小説。書き下ろし番外編、イツキ特製“道草料理レシピ”も掲載。

骨折したのが腕だったら、今頃修学旅行中だった。そしたら、この話したこともないメンバーと、教室で黙りこくってる、なんて今もない…。足を骨折した佐和子は、同じく修学旅行に不参加の5人と代替授業に出ることになるが…。

親友が転校してしまい、元気がない宏伸。クラスでも冴えないし、写真部の部長にもきつくあたられる。そんなある日、宏伸は不思議なカメラと出合う。それは、長?い写真が撮れるカメラだった…。『本が好き!』連載を卖行本化。

「ようするにチャンバラダンスなんだよ、お前の剣道は」「兵法がどうたらこうたら。時代錯誤もいいとこだっつーの」 柔の早苗と剛の香織はまたとない好敵手。勝負の行方は? 痛快・青春エンターテインメント。

スポーツと剣道の、暴力と剣道の狭間で揺れる17歳の剣道女子、柔の早苗と、剛の香織。2人は別々の場所から武士道の本質に迫っていく。「武士道シックスティーン」の続編。

真夏の太陽を浴びて、大潟村のロードを走り抜ける。僕らが走るその先には、いったいどんな景色が広がっていくのだろう-。ソーラーカーレースにかける高専生たちの青春ストーリー!

強国アインスに滅ぼされたトール国の王子ハジュンは、10年ぶりに故国に帰った。美しく成長した幼なじみのマーリィと心を通わせていくが、マーリィの元へやってくる青年が、仇であるアインスの王子と知り…。

福岡と神奈川で武士道を極めた早苗と香織が、最後のインターハイで戦う。その後に立ち塞がる進路問題。彼女たちの18歳の決断とは-。痛快・青春エンターテインメント。武士道シリーズ第3弾。

ジグソーパズルのようにからだがバラバラになってしまう少女、シャボン玉の中に現れた美少女に恋したぼく…。ヤング・アダルト世代の未熟な初恋を巧みに描いた短編集。

誰にも見えないものが見え、ありえないことを体験してしまう「不思議体質」の君枝。そんな孤独な心を、幼なじみの陸をのぞいては、誰もわかってくれなかった-。哀しみの向こう側を描いた清新なラブストーリー。

ブログ『死体写真館』の管理人、弥生。運命の恋人を夢見る飢餓状態の愛弓。周囲の期待に応えたい学級委員長、水晶。心に闇を抱えた3人の少女が、ケータイを通じて出逢い、“間違った世界”を変えるためにテロ計画を企てる-。

何なの、これ? 何やってんだよ、あいつら。それがあたしとヤツらの、そしてダブルダッチとの出会いだった-。人気のスポーツを題材に、少女たちの交流と成長を描いた青春小説。

内　　容　　（図書流通センターのデータより引用）

1年間限定で山奥の村に引っ越してきた小学6年の美楽は、ド田舎での暮らしに不満だらけ。だがある日、山の中に工房を構える「デンさん」に出会い、木工の魅力に目覚めていく…。少女と木の触れ合いを变情豊かに綴る物語。

あの頃、私は母さんがいつかおばあさんになるなんて、思いもしなかった。人生って、気が付いた時はいつも間に合わなくなっているのだ…。ずっと母さんを好きでなかった娘が、はじめて書いた母との愛憎。

昨日より今日を少しでも、あたらしい自分ですごしたい。暮らしと仕事をイキイキと輝かせるには? 『暮しの手帖』編集長が自身の経験から見つけた、毎日をていねいに生きる秘訣を紹介。

力強く、大きな愛情のつぶやき。優しく、微笑に満ちた言葉。悲しいのではなく、清々しい、吐息…。ガンと闘う母が生まれたばかりの愛娘におくる、かけがえのないメッセージ。

一児の母、ジャズ喫茶のバンドマン、甘えん坊の美少女、辛口の秀才、そして、彼女が絶えないアイツ…。秘めた想いは、いったいどこへ行くのだろう-。高校生の「今」を鮮やかに描く、フレッシュで切ない青春ストーリー。
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書　　　名 著　　者 出版社
明日もまた生きていこう 横山友美佳 マガジンハウス

図書館ねこデューイ ヴィッキー･マイロン 早川書房
くじらの歌 ウーリー・オルレブ 岩波書店
ハートビート シャロン・クリーチ 偕成社
ムーンレディの記憶 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ 岩波書店
リバウンド E.ウォルターズ 福音館書店

ビッグＴと呼んでくれ Ｋ．Ｌ．ゴーイング 徳間書店
バディ　たいせつな相棒 V.M.ジョーンズ ＰＨＰ研究所

ウィッティントン アラン・アームストロング さ・え・ら書房

ハリーとしわくちゃ団 アラン・テンバリー 評論社
フレンズ・ツリー アン・ブラッシェアーズ 理論社
トゥルー・ビリーヴァー ヴァージニア・ユウワー・ウルフ 小学館
ジェミーと走る夏 エイドリアン・フォゲリン ポプラ社
サリーの帰る家 エリザベス・オハラ さ・え・ら書房

ビーバー族のしるし エリザベス・ジョージ・スピア あすなろ書房

スキャット カール・ハイアセン 理論社
ロジーナのあした カレン・クシュマン 徳間書店
絶体絶命２７時間！ キース・グレイ 徳間書店
ダーティ・ドラゴン キャロル・ヒューズ 小学館
モンタギューおじさんの怖い話 クリス・プリーストリー 理論社
船乗りサッカレーの怖い話 クリス・プリーストリー 理論社
ゴーストハウス クリフ・マクニッシュ 理論社
暗黒天使メストラール クリフ・マクニッシュ 理論社
ミアの選択 ゲイル・フォアマン 小学館
ヒットラーのカナリヤ サンディー・トクスヴィグ 小峰書店
ほとばしる夏 ジェイン・レズリー・コンリー 福音館書店 

2140　サープラス・アンナの日記 ジェマ・マリー ソフトバンククリエイティブ

Ｅｇｇｓ　夜明けなんて見たくない ジェリー・スピネッリ 理論社
転校生は、ハリウッドスター ジェン・キャロニタ 小学館 
ハリウッドスター、撮影開始! ジェン・キャロニタ 小学館
ハリウッドスターと謎のライバル ジェン・キャロニタ 小学館
花になった子どもたち ジャネット・テーラー・ライル 福音館書店

プリンセス・アカデミー シャノン・ヘイル 小学館
トレッリおばあちゃんのスペシャル・メニュー シャロン・クリーチ 評論社
ガッチャ！ ジョーダン・ソーネンブリック 为婦の友社

ダイドーと父ちゃん ジョーン・エイキン 富山房
縞模様のパジャマの少年 ジョン・ボイン 岩波書店
ルール! シンシア・ロード 为婦の友社

ラッキー・トリンブルのサバイバルな毎日 スーザン・パトロン あすなろ書房

うちの一階には鬼がいる！ ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 東京創元社

魔法！ 魔法！魔法！ ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 徳間書店
やせっぽちの死刑執行人　上 ﾀﾞﾚン・シャン 小学館
やせっぽちの死刑執行人　下 ﾀﾞﾚン・シャン 小学館
国境まで10マイル デイヴィッド・ライス 福音館書店

全日本合宿参加の連絡を受けたまさにその日、がんとの闘いを始めた高校生・横山友美佳。発病するまでの18年間と、闘病しつつ大学受験やアルバイトなどの新たな経験を重ね、夢を追い求め続けてきた3年間の日々を綴る。

「ぼくたち、くじらだったね」とミハエルがいうと、「そうだな、前世はふたりともくじらだったのかもしれんな」とおじいちゃんはいった…。“夢を修理する力”があるおじいちゃんとその孫の、とびきりあったかい物語。

12歳の少女アニーのまわりが変化しはじめた。母親のお腹にいる赤ちゃん、日に日に忘れっぽくなる祖父、気分屋の幼なじみのマックス…。家族の誕生と老いをみつめる少女のみずみずしい日々を、リズミカルな散文詩形式で描く。

転校生のアメディオは、ウィリアムといっしょに、風変わりなゼンダー夫人の大邸宅で家財処分の仕事を手伝ううちに、モディリアーニのヌード画を発見する。ところがその絵には過去から現在にわたる驚くべき真実が隠されていた。

ある冬の朝、アメリカの小さな町の図書館で返却箱から救出された瀕死の子猫は、町の人々を癒し、やがて世界で知られる「図書館ねこ」となった-。一生をともに過ごした図書館司書が、その様子を愛情をこめて綴る。

大事なのは、シュートして得点をかせぐことだけじゃない。「失敗したシュートを次にどうやって決めるかだ」 カナダのとある町に住むショーンと、車いすに乗った転校生デーヴィッド。バスケットボールが好きな2人の物語。

破滅的なパンクロッカーとバンドを組んだ、超絶デブ高校生のコミカルで強烈な日々-。心に傷を抱えた若者たちが、音楽を通して真の友情を育み、家族との絆を取り戻してゆく軌跡を、強烈なパワーとユーモアあふれる筆致で描く。

スポーツ万能、成績優秀なぼくがだれにも秘密にしていたこと…。12歳の少年を为人公に、家族・友情・勇気といった深い問題を軽快に笑いをちりばめながら描いた、せつなくて爽やかな青春物語。

はぐれ猫ウィッティントンが動物たちに語るのは、自分の祖先と、ロンドンで庶民の英雄となったディック・ウィッティントンの波瀾万丈の生涯! 伝説の若き英雄と猫の大冒険ストーリー。

両親を亡くしたハリーは、大おばさんの家へ。屋敷にいたのはお年寄りばかり。だが、このおばさんたち、とんでもない! 屋敷に着いた日から、ハリーの人生は急転回。イギリスでTV番組にもなった痛快長編物語。

この夏中学校を卒業した3人の少女アーマ、ポリー、ジョー。小学校低学年のころから親友だったのに、中学校に入るころから、なぜか少しずつ距離がはなれてしまい…。「トラベリング・パンツ」の姉妹編。

ラヴォーンの人生の目標は大学に行くこと。でも、ラヴォーンの毎日は、悩み事でいっぱい。すれ違ってばかりの親友。突然受けることになった特別授業。そして、大好きなジョディのこと…。前向きに生きる若者の感動ストーリー。

黒い肌の少女ジェミーと、白い肌の少女キャス。2人はマラソン大会で優勝することを夢見て、ひそかに練習を始めるが…。人種の偏見を乗り越えて、少女たちが育む友情を生き生きと描いた、ひと夏の物語。

サリー・ガラハーは夢想家の少女。ある日、父親の急死によって、サリーは遠い農場で働くことになってしまう。読書でつちかった洞察力を駆使し現場にたちむかい、思いやりのある一人前の娘に成長するまでを描く。

文字の読み方を教えるかわりに、マットがインディアンの少年から学んだのは、森で生きるための知恵。そして、かけがえのない友情だった…。インディアン父子と白人の少年の交流を描いたアメリカ児童文学の名作。

絶滅危惧種フロリダ・パンサーを救え! アメリカ東海岸の大自然を舞台に、正義感が強い少年ニックと風変わりな仲間たちが繰り広げるとびっきりの冒険ストーリー。

孤児となった12歳のロジーナは養い親をさがすため、孤児列車に乗った。心をとざしていたロジーナだが、年少の子どもたちのめんどうを見るうちに…。「家族」という居場所をさがしもとめながら成長する少女の物語。

16歳のジョンは、転校早々盗みをしたという濡れ衣を着せられてしまった。翌日の昼までに身の潔白を証明しないと退学になってしまう。「敵」は学校を仕切っている不良グループらしいが…。スピード感溢れる青春小説。

「ひとりっ子だったらよかったのに!」 その一言からすべてが始まった。突然いなくなった妹ハナを探して、雤の降りしきる闇の世界をさまよい続けるジョー。ハナと一緒にうちに帰れるのだろうか…。ジョーの心の冒険が始まる。

開かずのドア、悪魔の彫刻、砂漠をさまよう精霊…。森のはずれにあるモンタギューおじさんの屋敷で、ぽつりぽつりと語られる物語。今夜はもう眠れない、こわーい話が満載。

「あわれな船乗りを助けてくれないか」 父の帰りを待つ兄妹のもとに現れた、全身びしょぬれの船乗りの男。男は2人が怖い話を愛してやまないことを知り、仲間から聞いたという数々の不思議を語り始めて…。ポストカード付き。

どうしてぼくたちが天国に行けないか知ってる? 古い家にいる4人の子どもの幽霊は、なにかを恐れていた。そこへ、ぜんそくに悩む少年ジャックが引っ越してきて…。ファンタジーの名手がおくる哀しい愛の物語。

フレイアは8歳のとき、一度だけ部屋にあらわれた白い天使がわすれられない。6年後、ようやく普通の女の子の生活ができるようになった矢先、今度は黒くみにくい天使を目にする…。ファンタジック・ストーリー。

雪の日、家族とドライブに出かけたミアは交通事故にあった。何が起こっているのか、どうしたらよいのかわからないミア。ミアの頭の中には、楽しかった思い出がつぎつぎとよみがえってきて…。涙が止まらないラブストーリー。

ナチスドイツからにらまれたデンマーク系ユダヤ人を助けるために奮闘した、デンマーク人たちの10日間の救出劇。暗くなりそうな話を、明るい登場人物たちの動きのあるストーリー展開で描いた、事実に基づくフィクション。

やがて季節が移るとき、この日々はどこに向かうのだろう? 姉と弟がひと夏をすごした渓谷の丸木小屋。こわれそうな家族のきずなに胸をいためながら、川とのかかわりを深めていくふたりだが…。

西暦2140年、子どもが不要となった世界に産み落とされ、収容所で育てられた少女、アンナ。自分を産んだ親を憎みながらも、彼女は自らの運命を静かに受け入れていた…。そう、あの「新入り」が来るまでは!

心を閉ざした少年デイビットは、孤独を抱え、車で暮らすプリムローズという少女に出会う。けんかを繰り返しながらも秘密の夜を過ごす2人。そんな彼らが探し続けたものとは…。限りなく優しいストーリー。

ハリウッドのティーンアイドル、ケイトリンは、誰もがうらやむセレブ。でも、彼女の夢は、ふつうの高校生になること。ある日、親友の高校に、変装してもぐり込むことを計画! わくわくドキドキの友情物語。

ハリウッドのトップアイドル、ケイトリンは、超大物監督の最新映画の为役に決定。ところが、最大のライバル、スカイも共演することになってしまい、ケイトリンは大ピンチ! 「転校生は、ハリウッドスター」の続編。

ハリウッドのアイドル、ケイトリンの出演する連ドラの新シリーズが始まった。超かわいい新人アイドル、アレクシスが加わり人気者になるが、ある日、撮影所で大騒ぎが…。「ハリウッドスター」シリーズ第3弾。

オリヴィアは9歳、ネリーは5歳。ふたりがひと夏身を寄せたおばさんの家には、草深い大きな庭があった。妖精の物語にみちびかれて、古い庭で姉妹が見つけたものは-。母親を亡くし心を閉ざした姉妹の成長を描く。

ミリは、エスケル山の小さな村に住む14歳の女の子。ある日国王の使いがきて、王子の花嫁がこの村から選ばれると宣言した。プリンセス・アカデミーでは、村の女の子20人の学園生活が始まり…。プリンセスになるのはだれ?

親友のベイリーとけんかしてしまった…。そんなとき、トレッリおばあちゃんは、おいしいスープやパスタを作りながら教えてくれる。人と人が心を開きあう方法を…。ほっとあったまる、スープみたいな物語。

人生の教訓は嫌われもののへんくつじいさんと、花瓶と、古い思い出の箱が教えてくれた-。高校生のアレックスは、老人ソルとの出会いによって、両親の愛情、命の愛しさ、生涯つづく友情を知る。涙とユーモアがつまった感動作。

実際の歴史にはない、架空の時代のイギリス。少女ダイドーは、友人のサイモンと再会する。みなしごだったはずのサイモンは、なんと伯父のあとを継いで、公爵になっていた…。奇想天外の歴史&冒険物語。

ベルリンから引っ越してきた見知らぬ土地で、軍人の息子ブルーノは遊び相手もなく退屈な毎日を送っていた。ある日、ブルーノは探検に出かけ、巨大なフェンス越しに、縞模様のパジャマを着た少年と出会い、友情が芽生えるが…。

自分と自閉症の弟に、「うまく生きていくためのルール」を課している12才の女の子キャサリンが、「自分」でいることの難しさ、大切さを学んでいく。明るいユーモアをまじえ、さわやかに描いた物語。

母を亡くし、親がわりのブリジットと2人で暮らす10歳の少女ラッキー。疑問や不安や心配ごとがいっぱいだけど、目下のいちばんの悩みは…。ハードな人生にめげることなく、自分の道を切りひらこうとする、元気な少女の物語。

母さんが再婚した相手は横暴で子ども嫌いで、とにかくいやなやつ。そんな義父が買ってきた化学実験セット“魔法生成科学/魔術舎製造”。これがとんでもない代物で…。家族の危機と魔法騒動をユーモラスに描くファンタジー。

ファンタジーの女王・ジョーンズの魅力がぎっしりつまった短編集。異能の少女とドラゴン、チョコを食べるステッキ、身長2センチの勇者…。初期の傑作ファンタジーからSF、ファン必読の自伝的エッセーまで18編を収録。

やせっぽちの少年ジェベルの住む町では、死刑執行人がとても名誉ある地位にある。ジェベルは、父のあとを継いで死刑執行人になるため、奴隷のテル・ヒサニと試練の旅に出かける。

ジェベルと奴隷テル・ヒサニの試練の旅は続く。危険な旅、苦難の道。はたして火の神サッバ・エイドの元にたどりつけるのか、非情に徹して無敵の力を得ることができるのか?

ヒリヒリと熱く、パチパチはじけて、ちょっと哀しい-。テキサス最单部に暮らすメキシコ系ティーンエイジャーの日々を、リアルに彩り豊かに、情感とユーモアを交えて描く。マイノリティの持つ光と影が織りなす短編集。

内　　容　　（図書流通センターのデータより引用）

　取り寄せました。

・今回は最近５、６年の間に出版された小説を中心に、１８１冊を図書室だより 新着図書の紹介 ＮＯ 2



書　　　名 著　　者 出版社
きみ、ひとりじゃない  デボラ・エリス さ・え・ら書房

空へ、いのちのうたを デボラ･ワイルズ ポプラ社
マルベリーボーイズ ドナ・ジョー・ナポリ 偕成社
リンゴの丘のベッツィー ドロシー・キャンフィールド・フィッシャー 徳間書店
時間をまきもどせ！ ナンシー・エチメンディ 徳間書店
シュワはここにいた ニール・シャスタマン 小峰書店
ガツン！ ニック・ホーンビィ 福音館書店

楽しいスケート遠足 ヒルダ・ファン・ストックム 福音館書店

グリーンフィンガー ポール・メイ さ・え・ら書房

夜中に犬に起こった奇妙な事件　新装版　 マーク・ハッドン 早川書房
チャンプ　風になって走れ！ マーシャ・ソーントン・ジョーンズ あかね書房

モーツァルトはおことわり マイケル・モーパーゴ 岩崎書店
負けるな、ロビー！ マイケル・モーパーゴ 評論社
リキシャ★ガール ミタリパーキンス 鈴木出版
アニーのかさ  リサ・グラフ 講談社
歩く ルイス・サッカー 講談社
宇宙に秘められた謎 ルーシー・ホーキング 岩崎書店
宇宙への秘密の鍵 ルーシー・ホーキング 岩崎書店
ベルおばさんが消えた朝 ルース・ホワイト 徳間書店
ジャミーラの青いスカーフ ルクサナ・カーン さ・え・ら書房

きみに出会うとき  レベッカ・ステッド 東京創元社

危機のドラゴン  レベッカ・ラップ 評論社
ホテル・フォー・ドッグズ ロイス・ダンカン 为婦の友社

エマ・ジーン・ラザルス、木から落ちる ローレン･ターシス 为婦の友社

チェラブ　Mission1 　スカウト ロバート・マカモア ほるぷ出版

チェラブ　Mission2 　クラスＡ ロバート・マカモア ほるぷ出版

チェラブ　Mission3 　脱獄 ロバート・マカモア ほるぷ出版

チェラブ　Mission4 　大もうけ ロバート・マカモア ほるぷ出版

チェラブ　Mission5 　マインド・コントロール ロバート・マカモア ほるぷ出版

チェラブ　Mission6 　リベンジ ロバート・マカモア ほるぷ出版

とむらう女 ロレッタ・エルスワース 作品社
ぼくには数字が風景に見える  ダニエル・タメット 講談社
氷の心臓 カイ・マイヤー あすなろ書房

マンホールの少女サンダーレの夢 カロリン・フィリップス 合同出版
フェリックスとお金の秘密 ニコラウス・ピーパー 徳間書店
あきらめないで 白血病と闘ったわたしの日々 マルティナ・アマン 徳間書店
サクランボたちの幸せの丘 アストリッド・リンドグレーン 徳間書店
大海の光 アニカ・トール 新宿書房
小さな可能性 マルヨライン・ホフ 小学館
あたしが部屋から出ないわけ  A.クーテュール 文研出版
殺人者の涙 アン=ロール・ボンドゥ 小峰書店
ノーと私 デルフィーヌ・ドゥ・ヴィガン 日本放送出版協会

レアといた夏 マリー・ソフィ・ベルモ作单本史中村悦子絵 あかね書房

わたしは忘れない ヤエル・ハッサン 文研出版
漂泊の王の伝説 ラウラ・ガジェゴ・ガルシア 偕成社
クリスマス物語 マルコ・レイノ 講談社

戦乱のバグダッドを去った15歳のアブドゥルは、フランス、カレーの移民キャンプ「ジャングル」からイギリスへ向かおうとする。だが、高波と国境の壁が立ちはだかり…。

葬儀会社で育ったコンフォートは、幼い頃からお葬式を見てきたので、死には慣れているつもりだった。でもある日、大好きなエディストおじさんが亡くなって…。少女が家族の死を乗り越え、生きる意味を探していくいのちの物語。

たったの9歳でイタリアからアメリカへやってきたぼくが持っていたのは、ぴかぴかの靴だけだった-。19世紀末、ニューヨーク最大のスラム街を舞台に、みずからの知恵と勇気で未来をきりひらく、ユダヤ人少年の物語。

甘酸っぱいリンゴ、かわいい子ネコ、温かい家族…。わたし、ここが大好き! アメリカ・バーモント州の美しく豊かな自然を舞台にした、少女の成長物語。世代を越えて読みつがれてきたアメリカ児童文学の名作古典。

森で出会った不思議な老人に手渡された機械「パワー・オブ・アン」。老人は、失敗を取り消すことができるタイムマシンだという。ギブはそれを使って、事故に遭った妹を助けようとするが…。

みんなによろしく。もしみんながぼくのことを忘れないって約束するなら、ぼくも覚えていてやるぜ-。影がうすく、みんなからは見えない少年シュワと、アンツィーの、心の成長を描く。

ロンドンに住むサムは、ごくフツーの15歳。ところが、同い年のアリシアを妊娠させてしまったかもしれないことに気づき…。ティーンエイジャーの切実な問題をユーモアたっぷりに描く、リアルでキュートな青春小説。

すみきったオランダの冬空の下、はるかにのびる氷の道。16人の子どもたちと先生は、スケート遠足にでかけました。みんなの暮らす村から、初めて訪れる町をめざして…。

字が読めないコンプレックスや両親の不仲のために、ケイトは心を固く閉ざしていた。だが、植物を育てるのが上手な老人との出会いをきっかけに、庭仕事をとおして自分なりの生き方を模索していく。

数学や物理では天才だが、他人とうまくやれない自閉症の少年。ある夜、近所の犬が殺されると、少年は探偵となって犯人を捜すのだが…。冒険を通じて、確実に成長していく少年の心を描く。

ライリーは、スポーツが苦手で父親の期待にこたえられずストレスだらけの毎日を送っていた。ある日、交通事故で片方の前脚を失った、ショードッグのチャンピオン犬「チャンプ」をひきとり、そんな毎日に変化が訪れた!

世界的に有名なバイオリニストのパオロ・レヴィの秘密は、かつてナチスの強制収容所でくり返された悲しい記憶とつながっていた-。美しい水の都、イタリアのヴェニスを舞台に描く、人間の魂にふれる物語。

交通事故で病院に運ばれ、意識不明と思われているロビー。しかし、彼の耳は聞こえ、頭の中では目ざめていた-。少年が感じる悲しみと喜び、不安と希望を描く。

10歳の女の子、ナイマは、バングラデシュの伝統的な絵画アルポナを描かせたら村一番。でも、アルポナではお金を稼いで、働きづめの父親に楽をさせてやることはできない。そこで、ナイマはある計画を思いつき…。

元気な少女だったアニーは、5か月前にお兄ちゃんを病気で亡くして以来、心配ばかりするように。すっかり変わってしまったアニーは親友とも仲違いしてしまいます。そんなとき、近所に引っ越してきたおばあさんと出会い…。

笑いと感動の傑作「穴」の登場人物、アームピットとX・レイがマネーゲームを画策。大人たちのしかける落とし穴を、みごとにかわすことができるのか? 少年たちの恋愛や友情も痛快な青春冒険小説。

理論物理学者のホーキング博士とその娘が、子どもたちのために書いたスペース・アドベンチャー第2弾。人類がこれまで行なってきた宇宙探査の歴史や、地球外生命が存在する可能性のある星の謎に迫る。

あのホーキング博士とその娘が、子どもたちのために書いた、スペース・アドベンチャー。ジョージの冒険をとおして理論物理学の考え方のいくつかを説明し、ブラックホールや太陽系、星の誕生など宇宙の神秘を伝える。

失踪したベルおばさんの息子で、少女・ジプシーのいとこウッドローは、ふしぎな魅力をもつ男の子。彼は何か秘密を胸に抱いているようで…。アメリカの山間の町を舞台に、ミステリアスな展開で少女の心の成長を描いた物語。

ジャミーラは、アラビア語で美しいという意味…。現代のアフガニスタンを舞台に、信頼する人に裏切られ、絶望のどん底にある少女ジャミーラが、母の思い出を胸に新たな人生を切りひらいていく物語。

ママとふたり暮らしのミランダのもとに、謎のメッセージがとどきはじめる。まるで未来を知っているかのような“あなた”からの不思議なメモ。少女の不思議な体験と成長を描く、タイムトラベル・ファンタジー。

ハナ、ザカリー、サラ・エミリーの3人きょうだいは、かけがえのない友、3つ頭の竜ファフニエルに会うために、春休みに再び孤島を訪れた。竜は相変わらず、ドレイクの丘の洞窟にいたが、浜辺には怪しいヨットと人影が…。

転校した学校で、友だちができずに悩む兄妹のブルースとアンディは、ある日雤に濡れた捨て犬を拾います。でも、両親に家で飼うことを反対されてしまいます。2人がやむにやまれずとった行動とは?

「自分は変わっている」から、同級生にまじわろうとしないエマ・ジーン。まわりからどう思われているかが気になってしかたないコリーン。ふたりの道が交差したとき、いろんなことが変わりはじめた-。

両親を失ったジェームズは最愛の妹ローレンとも会えなくなり、つらい毎日をおくっていた。そんなジェームズの前に、チェラブを名乗る組織があらわれる。それは英国情報局の裏組織、子どものスパイ機関だった…。

チェラブは17歳以下の子どもが活躍する極秘のスパイ機関。ジェームズたちエージェントの任務は、麻薬密売組織のボスの子どもに接触して情報をさぐること。危険な任務に彼らは力をつくすが-。スパイ・アクションシリーズ。

10歳のローレンは、17歳以下の子どもが活躍する極秘のスパイ機関「チェラブ」に入るための厳しい最終テストを受けていた。一方、兄のジェームズは、危険度の高い極秘ミッションに乗り出すが…。

17歳以下の子供が活躍する極秘スパイ機関「チェラブ」のエージェント、ジェームズとデーヴは中古車経営者のもとへ潜入。あやしげな金の出所をさぐるうちに、謎の転落死をとげた青年の事件もからみ、事態は予期せぬ方向へ…。

カルト宗教団体サバイバーズが国際的なテロ組織と関連がある? 英国情報局の裏の組織「チェラブ」のジェームズたちは、マインド・コントロールされたふりをして信者になりすまし、カルト教団へ潜入するが…。

英国情報局の裏の組織・チェラブのエージェント、ジェームズ、カイル、ローレンは、過激化する動物保護運動をくいとめるため、危険な活動家の割りだし捜査に乗り出した。組織にもぐりこみ、思わぬ事件に巻き込まれるが…。

ママを亡くした家族の世話をしにきたおばさんは、埋葬の準備をする「おとむらい師」だった…。19世紀半ばの大草原地方を舞台に、母の死を乗りこえ、成長する少女の姿を描く。金原瑞人選オールタイム・ベストYA第1弾。

数字は僕の友だちで、いつでもそばにある。11は人なつこく、5は騒々しい、4は内気で物静かだ-。円周率22500桁を暗唱、10カ国語を話す天才の「頭と心の中」。サヴァン症候群でアスペルガー症候群の青年が語る手記。

盗まれたのは、雪の女王がみずからとりだした心臓のかけら。女王は力を失い、冷気が世界に流れこみはじめた。凍れる世界の運命は…? ロシア革命へと続く混乱のサンクトペテルブルクを舞台にしたミステリアス・ファンタジー!

「可能性って大きくしたり、小さくしたりできるの?」 キークのパパはお医者さんで、人を助けるため、戦地へ向かった。パパが無事に帰ってくる可能性を大きくしたい。そんなキークの不安な気持ちが一人歩きし始め…。

ついに戦争が終わった。だがステフィとネッリに帰る家はなく、父の安否も知れない。異国の地で周囲の人々に支えられ成長したふたりは新しい一歩を踏み出そうとするが…。「ステフィとネッリの物語」4部作シリーズ最終作。

おばあちゃんの死をどうしても受け入れることができず、自分の部屋に閉じこもってしまったリュシー。そんなリュシーをあたたかく見つめ、立ち直らせてくれたのは…。子どもたちに深い感動を与える物語。

单米最果ての地に暮らすポロヴェルド夫妻は、旅人に一夜の宿を提供する善良な人間。その滅多に人の来ない辺鄙な場所へ、ある日、天使という名の男がやってきて…。

ルーマニア、ブカレストのストリートで暮らす少女サンダーレには、たったひとつだけ夢がありました。それは、自分を「捨てた」お母さんと暮らすこと…。ストリートチルドレンの現実と支援のあり方がわかる感動の物語。

「ぜったい金持ちになってやる!」 お金を儲けようと奮闘する子どもたちが、身近なところから「お金」と「経済」について学んでいく姿を、楽器ケースに隠されていた昔の金貨の謎とからめて、生き生きと描いたユニークな物語。

7歳で急性リンパ性白血病を発病、12歳で再発…。2度の闘病を経た、ドイツの少女マルティナが、当時の日記、友だちや病院の先生からもらった手紙などを交えて、病気になった子どもの気持ちを伝える。

初めて自然の豊かな田舎で農場暮らしをすることになった、サクランボというあだなの双子の女の子、バーブロとシャスティン。農作業をしたり、同年代の仲間たちと遊んだりする日々のなか、2人はそれぞれ好きな人ができて…。

フィンランドの小さな村で、孤児として育った少年ニコラス。クリスマスが来るたびに、お世話になった全ての家族の子供たちに、おもちゃを作り、自分だということを伏せて配り続けて…。サンタクロースの真実の愛と運命の物語。

内　　容　　（図書流通センターのデータより引用）

ホームレスの少女「ノー」と、飛び級で高校に通う13歳の「私」。ひとりぼっちで、いつもみんなの輪の外側にはみ出していた私は、ノーといるときだけ世界にくっついていられた。けれど、私の中のなにかが変わっていって…。

恨みにおおわれたような灰色の空、灰色の波。それはローズの心そのままのようだった…。心に傷をもつ少女ローズとダウン症の少女レア、そして子供らしい利発な男の子トム。3人が繰り広げるかけがえのないひと夏の物語。

とても気難しく、暗く冷たいおじいちゃん。しゃべってくれないから、レアにはおじいちゃんの考えていることがわかりません。でもおじいちゃんには戦争のつらい秘密があるようで…。フランスのユダヤ人家庭を描いた感動の物語。

貧しい絨毯織りの詩によって、夢と名誉をうばわれた王子ワリードは、憎しみにかられ、その男に難題を命じる。「人類の歴史をすべて織り込んだ絨毯をつくれ」というその命令は、成しとげられない命令のはずであった…。



新着図書展示会　６月６日（月）、７日（火）、８日（水）　実施


