
本年度3回目の新着図書です

書　　　名 書　　　名

 　1 　憧 　26 　窓
　 2 　絆 　27 　店
 　3 　畳 　28 　岸
　 4 　秋 　29 　湖
　 5 　音 　30 　影 
　 6 　心 　31 　灯
　 7 　闇 　32 　黒
　 8 　罪 　33 　月
　 9 　夜 　34 　恋 
　10 　季 　35 　灰
　11 　穴 　36 　賭
　12 　釣 　37 　駅
　13 　響 　38 　日
　14 　本 　39 　幻
　15 　庭 　40 　瞳
　16 　妖 　41 　女
　17 　異 　42 　夢
　18 　森 　43 　家
　19 　里 　44 　汝
　20 　掟 　45 　地
　21 　命 　46 　宵
　22 　涯 　47 　群
　23 　鍵 　48 　波 
　24 　川 　49 　膳
　25 　雪 　50 　都

羊飼イエーリ ヴェルガ著. 流されて キロガ著. 動物 武田泰淳著

十三夜 樋口一葉著. 置土産 国木田独歩著. うたかたの記 森鴎外著

象を射つ オーウェル著. 日本三文オペラ 武田麟太郎著. マッキントッシュ モーム著

俊寛 菊池寛著. 劉廣福 八木義徳著. 燈台守 シェンキェヴィチ著

フィリップ一家の家風 ルナアル著. 老人 リルケ著. 帰還 プラトーノフ著

隣の嫁 伊藤左千夫著. 炭焼の煙 江見水蔭著. 春の雁 吉川英治著

もう一人の私 吉屋信子著. チョコレート 山本有三著. 自由詩人 石川達三著

駅長ファルメライアー ヨーゼフ・ロート著. グリーン車の子供 戸板康二著. 駅長 プーシキン著

華燭の日 瘦せた雂鶏 尾崎一雂著. 草のいのちを 高見順著. 年金生活者 古陶器 ラム著

白い満月 川端康成著. 壁の染み ヴァージニア・ウルフ著. 途上にて 尾崎翠著

ブロードウェイの天使 ラニアン著. 子供たち チェーホフ著. 悲恋 モーパッサン著

洲崎パラダイス 芝木好子著. 黒縮緬の女 西條八十著. 行く雲 平林たい子著

すみれの君 ポルガー著. 雤のなかの噴水 三島由紀夫著. フランシス・マカンバーの短い幸福な生涯 ヘミングウェイ著

女生徒 太宰治著. ドニイズ ラディゲ著 . 幾度目かの最期 久坂葉子著 シラノ・ド・ベルジュラック 遠藤周作著. よその家のあかり 訪問 ピランデルロ著. 恢復期 神西清著

善助と万助 海音寺潮五郎著. 五十年後 コナン・ドイル著 . 山椿 山本周五郎著

生徒・保護者の皆様へ

6月30日

内　　容　　（ＴＲＣ図書館流通センターのデータより引用） 内　　容　　（ＴＲＣ図書館流通センターのデータより引用）

婦人靴 石坂洋次郎著. 黄昏の回想 椎名麟三著. 雪女 和田芳惠著

ポプラ社の百年文庫　１～５０ ・・・日本と世界の文豪による名短篇を、漢字 １ 文字の趣に合わせて1冊に編んだアンソロジー。

島守 中勘助著. 団栗 まじょりか皿 浅草紙 寺田寅彦著. 雤瀟瀟 永井荷風著

冬の夢 フィッツジェラルド著. 新月 木々高太郎著. 白孔雀のいるホテル 小沼丹著

菊の香り ロレンス著. とおぼえ 内田百間著. 冬の日 永井龍男著

ベートーヴェンまいり ヴァーグナー著. クレスペル顧問官 ホフマン著. エゴイストの回想 ダウスン著

馬乃文章 林芙美子著. ある結婚式 獅子文六著. 軍国歌謡雄 山川方夫著

流行感冒 志賀直哉著. 置土産 正岡容著. 秋日和 里見弴著

台所のおと 幸田文著. 深川の鈴 川口松太郎著. 斑鳩物語 高浜虚子著

正直な泤棒 ドストエフスキー著 . 秋 芥川龍之介著. 田舎 プレヴォー著 琴のそら音 夏目漱石著. きみ子 ラフカディオ・ハーン著. 飯待つ間 病 熊手と提灯 ラムプの影 正岡子規著

かめれおん日記 中島敦著. 明月珠 石川淳著. アスファルトと蜘蛛の子ら 島尾敏雂著

茶粥の記 万年青 矢田津世子著. 茶人 藤沢桓夫著. 鱧の皮 上司小剣著

くすり指 ギッシング著. お茶の葉 H.S.ホワイトヘッド著. ローマ熱 ウォートン著

煙 島木健作著. シジスモンの遺産 ユザンヌ著. 帰去来 佐藤春夫著

進歩の前哨基地 コンラッド著. 暗号手 大岡昇平著. 聖ジュリアン伝 フロベール著

第三の鳩の物語 ツヴァイク著. 小さな出来事 魯迅著. 神父セルギイ トルストイ著

夜の樹 カポーティ著. 曲った背中 吉行淳之介著. 悲しいホルン吹きたち アンダスン著

白梅の女 円地文子著. 仙酔島 島村利正著. 玉碗記 井上靖著

マークハイム スティーヴンスン著. メアリ・スチュークリ エインズワース著. 百万ポンド紙幣 マーク・トウェイン著

帰宅 小さな弟 いちばん罪深い者 ふたりの乞食 強情な娘 老人の死 フィリップ著. 甚七南画風景 坪田譲治著. みかげ石 シュティフター著

牧師の黒のベール ホーソーン著. けむりを吐かぬ煙突 夢野久作著. ファクスランジュ サド著

朴歯の下駄 小山清著. 罪な女 藤原審爾著. 今戸心中 広津柳浪著

爪王 戸川幸夫著. 焚火 ジャック・ロンドン著. 海辺の悲劇 バルザック著

レナ・ヴィース シュトルム著. 最後の一葉 オー・ヘンリ著. お守り ヴァッサーマン著

異父兄弟 ギャスケル著. 流刑地 パヴェーゼ著. 碑 中山義秀著

螢 織田作之助著. 吉備津の釜 日影丈吉著. 津の国人 室生犀星著

母 加能作次郎著. 東北の女 耕治人著. 女中ッ子 由起しげ子著

塀についたドア H.G.ウェルズ著. わかれ シュニッツラー著. 第六七二夜の物語 ホーフマンスタール著

庭の眺め 梅崎春生著. 白いウズラ スタインベック著. 金魚撩乱 岡本かの子著

夜長姫と耳男 坂口安吾著. 光る道 檀一雂著. 秘密 谷崎潤一郎著

人でなしの恋 江戸川乱歩著. 人間と蛇 ビアス著. ウィリアム・ウィルスン ポー著

ロイド老嬢 モンゴメリー著. 花のささやき ジョルジュ・サンド著. カブリワラ タゴール著

断食芸人 カフカ著. 鶴 長谷川四郎著. 二十六人とひとり ゴーリキイ 木村彰一著

白毛 井伏鱒二著. 幻談 幸田露伴著. 二閑人交游図 上林暁著

図書室だより 新着図書の紹介 ＮＯ ５

図書室だより 新着図書の紹介 ＮＯ 2



出版社
講談社
角川書店
幻冬舎
光文社
講談社
講談社
講談社
講談社
新潮社
朝日新聞出版（文庫）

大和書房
実業之日本社
岩波書店（ジュニア新書）

角川書店
角川書店
角川書店
講談社
宝島社
雄英社
講談社
理論社
汐文社
金の星社
講談社
中央公論新社

中央公論新社
メディアファクトリー 

メディアファクトリー 

岩波書店（ジュニア新書）

双葉社
ポプラ社
童心社
中央公論新社

雄英社
文藝春秋
ポプラ社
ＰＨＰ研究所（文芸文庫）

講談社
メディアファクトリー

メディアファクトリー

文藝春秋
角川書店
ポプラ社（文庫）

雄英社
ポプラ社
ポプラ社 
雄英社
祥伝社

小路幸也

重松清
初野晴
小川一水
小川糸
小浜ユリ
小路幸也

宮部みゆき
宮部みゆき
桐野夏生

近藤史恵
栗木京子

斎藤智裕

海堂尊
関口 尚
岩崎 夏海
岩瀬成子
吉田紀子
吉富多美

伊坂幸太郎
一海 知義

荻原規子
荻原規子

荻原規子

乙武洋匡

あさのあつこ
あさのあつこ
あさのあつこ
あさのあつこ
あさのあつこ
有川浩
重松清
阿川佐和子

佐川光晴
佐藤　多佳子

山本兼一
七原 七典
蛇蔵
蛇蔵

さくらの丘で

近藤史恵

五十嵐貴久
香月日輪
今関信子
今野敏

妙なる技の乙女たち  
つるかめ助産院
時間割のむこうがわ
ピースメーカー
オブ・ラ・ディ オブ・ラ・ダ  

利休にたずねよ  
神の一球
日本人の知らない日本語
日本人の知らない日本語　2  
きみ去りしのち
空想オルガン

Twinkle.ひかりもの
命をつなぐ250キロメートル : 抱きしめてBiwako

エチュード
おれのおばさん
聖夜
KAGEROU

小暮写真館
あんじゅう
優しいおとな

アネモネ探偵団　2 　迷宮ホテルへようこそ 

短歌をつくろう  
ＹＯＵ！

アリアドネの弾丸
はとの神様
エースの系譜
まつりちゃん
ハナミズキ　ジュニア版　君と好きな人が百年続きますように

ハードル　３

Re‐born : はじまりの一歩
漢語の知識　改版

RDG　2 　はじめてのお化粧 
RDG　3 　夏休みの過ごしかた 

ＲＤＧ　はじめてのお使い

だいじょうぶ3組

風の館の物語　２
風の館の物語　３
風の館の物語　４
レインツリーの国
ブランケット・キャッツ 
ギョットちゃんの冒険

グラウンドの空
スパイクス

あさのあつこ
あさのあつこ

１３歳のシーズン
風の館の物語　１

未来への手紙 『未来の自分に、手紙を書こう。』プロジェクト

勘一のひ孫たちも大きくなり、中3の花陽は夢に向かって猛勉強中で、研人は音楽の練習に打ち込む毎日。そんな目まぐるしい日々の中、一家にとって大切な人の体調が思わしくないことがわかり…。「東京バンドワゴン」第6弾。

息子は1歳の誕生日をむかえたばかりで眠るように死んだ-。幼い息子を喪った父、“その日”を前にした母に寄り添う尐女。世と死がこだまする、ふたりの巡礼の旅。再生への祈りをこめた長編小説。

吹奏楽の「甲子園」普門館を目指す穂村チカと上条ハルタ。だが弱小吹奏楽部で奮闘するふたりの前に、さまざまな事件が持ち上がる。青春×本格ミステリの決定版“ハルチカ”シリーズ第3弾。

時は2050年、東南アジアの海上都市、リンガ。宇宙産業の拠点となったリンガには、額に汗して働くさまざまな女性たちがいた。自らの「技」を武器に、熱く働く女たちを描くオムニバスストーリー。

辛い出生の秘密を抱えるまりあは、ある日突然失踪した夫を探して、南の島をおとずれる。だが、島の助産院の先生から、予期せぬ妊娠を告げられて…。「今ここにいる」ことの奇跡を力強く描き出す感動長編。

時間割のむこうがわには、いろんな不思議がかくれている-。ネコとしゃべれるようになった女の子、宇宙人と友だちになった男の子など、子どもたちの日々におこる切実なふしぎを丹念に描いた短編雄。

赤星中学内で対立する運動部と文化部の架け橋となり、学内に平和をもたらす存在「ピースメーカー」。その実態は放送部の良平とケンちゃん、知恵と愛嬌の凸凹コンビだ! ハートフルでノスタルジックな青春エンターテイメント。

罪深き母、常に正しい父、オルガンと夏の匂い…。聖書に?みつき、ロックに心奪われ、メシアンの難曲と格闘する眩しい尐年期の終わりを描く。
職を失い、ビルの屋上から身を投げようとしたヤスオは、黒尽くめの服を着た不気味な男に引き止められる。男はヤスオの臓器を高額で購入すると言い…。「命とは、人間の価値とは何か」という深遠なテーマに鋭く切り込む意欲作。

わしが額ずくのは、美しいものだけだ…。おのれの美学だけで天下人・秀吉と対峙した男・千利休の鮮烈なる恋、そして死を描く。『歴史街道』連載を加筆修正し単行本化。

高校入学直前、野球嫌いの繭村剣の前に「野球の神様」と称する老人が現れる。老人は誰にも打てない「神の一球」を繭村に授け、この球で天才スラッガー・佐野慶司を3年間抑え込めと命令するが…。野球ファンタジー小説。

「冷める」と「冷える」の違いは? 年齢を書くときは「才」と「歳」のどっち? 日本語学校の先生と外国人学生がくりひろげる、笑える日本語バトル。日本語学校のカオスな日常をマンガで紹介します。

「失礼極まる」と「失礼極まりない」はどちらが失礼? 「スッパ抜く」の「スッパ」って何? 日本語学校の先生と外国人学生がくりひろげる、笑える日本語バトル第2弾。日本語学校のカオスな日常をマンガで紹介します。

五七五七七のリズムにのって、楽しく短歌をつくるテクニックを紹介。標語やことわざを利用したり、昔話やレシピを短歌に翻訳したりなど、短歌の新しい世界が広がる。短歌の魅力とそのつくりかたが自然に身につく短歌入門。

18歳の女子・優がアルバイトの面接に行ったら、なぜか周りはカッコイイ男の子ばかり。なんとそこは、男性アイドルをたくさん出してる、あの芸能事務所だった!

汗も涙も吐く息もまぶしい時間…。めっちゃ光ってる、ウチら。「ひかりもの」をテーマに、様々な10代の姿を描いた人気作家たちの青春アンソロジー。
父の死をきっかけに、福祉施設で生活をすることになった尐女・咲。琵琶湖を人の手で囲む「抱きしめてBIWAKO」運動を通して、友人の友美や施設の指導員と真に関わり、成長していく…。事実をもとにした物語。

都内で相次ぐ無差別殺傷事件。警察は衆人環視の中、別人を現行犯逮捕するという失態を繰り返していた。警視庁捜査一課の碓氷は、警察庁心理調査官・藤森紗英を相棒に事件の真相に迫る。

東京の名門校に通うエリート中学生・陽介は、父の逮捕によって生活が一変。元女優で変わり者の叔母さんが営む札幌の養護施設で暮らすことに…。エネルギッシュな青春小説

いじめによる転落事件で入院し、休息地から戻ってきた麗音は、心に闇を抱えながら、中学3年の新学期を迎えた。そんな彼を待っていたのは、共に前へ歩んでくれる友人たちだった-。

花ちゃんこと英一の両親、花菱夫妻が、結婚20周年を機にマイホームを購入した。でもそれは普通の家ではなくて…。表題作をはじめ「世界の縁側」「鉄路の春」など、連作全4編を収録した現代エンターテインメント。

三島屋の行儀見習い・おちかのもとにやってくるお客さまは、みんな胸の内に「不思議」をしまっているのです-。「逃げ水」「藪から千本」「暗獣」「吼える仏」の4つの物語を収録。

近未来の渋谷でしたたかに生き抜くホームレスの尐年・イオン。彼は家族をもたず、信じることを知らない。イオンの孤独な魂はどこへ行くのか…。

どうして、うちに脅迫状が…? 迷宮ホテルでまきおこる事件と、怪しい人影。中学2年生のあけびは、親友の智秋、巴といっしょに事件解決を目指す! 大人に近づく子どもたちに捧げる、上質な探偵ストーリー。

この事件の謎は、私が解いてみせる! お嬢様学校に通う美尐女中学生の3人と、隣りの男子校に通う普通の中学生2人。5人が巻き込まれた事件の真相とは? 大人に近づく子どもたちに捧げる、上質な新・探偵ストーリー。

5年3組の担任としてやってきたのは、手と足がない先生、赤尾慎之介。個性豊かな28人の子どもたちといっしょに、泣いたり笑ったりの1年間が始まる-。著者の小学校教員の体験から生まれた小説。

東城大学病院内で起きた射殺事件。仕掛けられた完全無欠のトリック。タイムリミットは72時間。田口と白鳥は東城大学病院を救えるのか? メディカル・エンターテインメント「田口&白鳥」シリーズ。

家庭でも学校でも居場所のない小学5年生のみなと。ある日の放課後、レース鳩をつかまえたことから、オランダ人の父を持つ女の子と知り合い…。『小説すばる』連載に加筆・修正。

「このチームを甲子園に連れて行く。たとえ何年かかってでも」 まともに練習も行わない野球同好会の監督を任されることになった新任教師は、人知れずこんな決意を胸に秘めていた…。「もしドラ」の著者が描く青春野球小説。

その子は、いつもひとりだった。コンビニの前。公園。商店街。そんなまつりちゃんが、出会った人の心にくれたものは…。小学生から老夫婦まで、出会いがもたらすささやかな奇跡。

君と好きな人が100年続きますように-。愛され続けている一青窈のヒットソング「ハナミズキ」から生まれた、ピュア・ラブストーリー。

2泊3日、毛布付き。我が家にレンタル猫がやってきた-。リストラされた父親が家族にささやかな夢として猫を借りてきた「我が家の夢のブランケット・キャット」など、いまを生きる孤独と救済を描いた、猫とひとの物語全7編。

ケッヘル博士と森の中の屋敷で暮らすギョットちゃんは、フクロウ語を習い始めます。それは、森の仲間たちの本当の色を見るための修業の第一歩でした…。スタジオジブリの雑誌『熱風』から生まれたハートウォーミングな物語。

迷い、揺れ、苦しみながら選びとった、これがわたしの生きる道-。時代を鮮やかに切り取りつづける作家たちが描く、新たな出会いと出発の物語。音大附属高校の受験に失敗した私の話「よろこびの歌」など全7作収録。

「浪人」「梅雤」「竹馬の友」「絶世の美人」…。熟語から成語まで、現代日本語の中に生きる漢語の出典をたずね、丁寧に解説。遠い中国の古典を身近にし、日々の言語生活を豊かにする一冊。本文を読みやすくした改版。

東京の鳳城学園に入学した泉水子は、寮で同室の真響たちと親しくなり、なんとか新生活を送り始める。しかし泉水子がクラスメイトの正体を見抜いたことから、事態は急転。生徒たちはある特殊な理由から、学園に雄められていた!

学園祭の企画準備で泉水子たち生徒会執行部は真響の地元・長野県戸隠で合宿することに。だが、真響の生徒会への思惑が様々な悶着を引き起こす。そこへ真響の弟の愛馬が危篤だという報せが…。それは大きな災厄の前触れだった!

山伏の修験場として世界遺産に認定される玉倉神社に生まれ育った泉水子は、突然東京の高校進学を薦められる。しかも父の友人の息子で、山伏の修行を積んだ深行を下僕として一生付き添わせると言われ…。新感覚ファンタジー。

家庭環境も違えば性格も違う、中学の同級生4人は、夏休みの宿題の年表を一緒に作ることに。次第にお互いの存在を認め合うようになるが、年表にトラブルが発生し…。進研ゼミ『中1講座』連載作品に書き下ろしを加えて書籍化。

母が入院し、田舎の親戚の家で過ごすことになった洵と沙菜の姉妹。2人が訪れたその家は、地元の人たちが「風の館」と呼ぶ古くて大きな屋敷だった。館で起こる不思議な現象。そしてある夜、洵の前に尐年の幽霊があらわれる…。

この館では二つの世界が重なって存在している…。次々と不思議な現象が起こる「風の館」で、ある日、妹の沙菜がいなくなった。沙菜を捜しに千夏と一緒に母屋にあがった洵は、謎の鎧武者に襲われ、階段を転げ落ちてしまう…。

10年前に風間家を出て行った千夏の父・千昭が、大晦日の朝に突然帰ってきた。そのとたん、風の館に不穏な空気が流れ始める。風の館に迫る邪悪な闇、その正体は…。

人と人でないものが共に住める「風の館」を狙い、得体の知れない闇が襲いかかる。共存か、対決か。館と愛する人たちを守るために、洵は最後の戦いに挑む! シリーズ最終巻。

きっかけは「忘れられない本」。そこから始まったメールの交換。しかし、かたくなに会うのを拒む彼女には、ある理由があった…。メディアワークス刊「図書館内乱」の中に登場する書籍「レインツリーの国」が実物となった。

書　　　名 著　　者

アネモネ探偵団　香港式ミルクティーの謎

内　　容　　（ＴＲＣ図書館流通センターのデータより引用）
時を超えて、自分へ伝える100通の手紙。アンジェラ・アキの実体験から生まれた曲「手紙?拝啓十五の君へ?」を元にしたプロジェクト「未来の自分に、手紙を書こう。」に寄せられた、温かく真剣なメッセージを紹介。

エースがいない野球部のキャッチャー、瑞希。このままでは地区大会すら絶望だ。そんなとき、チームメイトがピッチャーを見つけてきた。しかし透哉というその尐年は、心に傷を負っていて-。

本能で走る碧李と、レースの天才・貢。ライバルが対峙したとき、その走りに化学反応が起きる-。反発しながらも求め合うふたりの尐年の肉体と感性を瑞々しい筆致で描く。

小路幸也 祖母たちがまだ尐女だった頃の青春が刻まれた西洋館。そこを訪れた孫・満ちるたちが見た光景とは…。2つの時代が交差する感動の物語
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船に乗れ！ ; 1
月と蟹
漢字のサーカス　常用漢字編1  
漢字のサーカス　常用漢字編2
いっちばん
窓の外は向日葵の畑

チア男子！！
ロードムービー 
花の道は嵐の道
ぼくの歌が君に届きますように
謎解きはディナーのあとで
麒麟の翼

お父さんが教える読書感想文の書きかた 

Over the Wind  青春スポーツ小説アンソロジー

黄金旋律
マボロシの鳥
ねずみ石
かがみのもり 

天山の巫女ソニン　5 　大地の翼 

僕の明日を照らして
蕃東国年代記 
やさしいため息
Lost and Found-さがしもの  
沈黙のアイドル

獣の奏者　外伝 　刹那 
ペンギン・ハイウェイ
天山の巫女ソニン　1 　黄金の燕 

天山の巫女ソニン　2 　海の孔雀 

天山の巫女ソニン　3 　朱烏の星
天山の巫女ソニン　4 　夢の白鷺

走れ!T校バスケット部　3
この風にトライ
獣の奏者　1 　闘蛇編 
獣の奏者　2 　王獣編 
獣の奏者　3 　探求編 
獣の奏者　4 　完結編 

パスワードドードー鳥の罠
パスワードレイの帰還
走れ!T校バスケット部
走れ!T校バスケット部　2  

パスワードダイヤモンド作戦!  
パスワード悪の華

書　　　名 著　　者
パスワード悪魔の石

巫女になる修行のため、生後まもなく天山へ連れて行かれたソニンは、12年後、素質がないと里に帰される。3つの国を舞台に、運命に翻弄されつつも明るく誠実に生きる、落ちこぼれの巫女ソニンの物語。シリーズ第1部。

隣国に招かれたイウォル王子とソニン。豪華な王宮や南国の華やかさに目を見張る一方で、庶民の暮らしぶりがあまり豊かでないことに疑問を持つ…。落ちこぼれの巫女ソニンの物語、第2弾。3つの国の新たな歴史が動き始める!

イウォル王子と共に「巨山」へと向かうソニン。国境付近で捕らえられた「森の民」を救うためだった。やがてソニンはこの北の国で、孤独で賢明な王女イェラに出会う…。落ちこぼれの巫女ソニンの物語、第3弾。

大嵐に襲われた江南の打撃を目撃するソニン。やがて江南を取り込もうとやってきた巨山のイェラ王女は、イウォル王子やクワン王子との駆け引きを繰り広げる…。落ちこぼれの巫女ソニンの物語、第4弾。

獣ノ医術師の母と暮らす尐女・エリン。ある日、戦闘用の獣である闘蛇が何頭も一度に死に、その責任を問われた母は処刑されてしまう。孤児となったエリンは蜂飼いのジョウンに助けられ暮らすうちに、天を翔ける王獣と出合い…。

王獣の子、リランを救いたい一心で、王獣を操る術を見つけてしまったエリンに、学舎の人々は驚愕する。しかし、王獣は「けっして馴らしてはいけない獣」であった。その理由をエリンはやがて、身をもって知ることになる…。

“降臨の野”での奇跡から11年後。最古の闘蛇村に伝えられてきた遠き民の血筋、王祖ジェと闘蛇とのつながり、母の死に秘められていた思い…。“牙”の大量死の真相を探っていたエリンは、歴史の闇に埋れていた真実を知る。

かつて、けっしてすまいと誓った王獣たちを武器に変える訓練を、自らの意志で行うエリン。人と獣という、永遠の他者どうしが奏でる未知の調べが響いたとき、この世に何が起こるのか?

エリンの同棲時代、エサルの若き日の恋…。本編では明かされなかった空白の11年間には、こんな時が流れていた-。エリンたちが人として生きてきた日々を描いた外伝。

小学4年のぼくが住む郊外の街に突然、ペンギンたちが現れた。どうやら歯科医院のお姉さんのふしぎな力が関わっているらしい。このおかしな事件の謎を解くべく、ぼくは研究を始めるが…。

メルボルンから帰ってきたまどかが、「風浜復帰記念オフ会」を開催。そこに「ドードー鳥協会」を名乗るナゾの2人組が現れ…。電子探偵団員5人が、パズル脳を武器に「ドードー鳥の数え歌」に隠された謎を解く!

レイさんがとうとう風浜に帰ってきた! 新しくなった「ベーカー街」で、電子探偵団はさっそく難事件に挑むが…。「レイさんをさがせ!」折り込みパズルポスター付き。

都立T校のバスケット部は、創部以来、ほとんどの公式戦で勝ったためしがない弱小チーム。ある日、部員の俊介が交通事故に遭い、右手を切断することに。だが入院先の大学病院で知り合ったモーガンがある提案を…。

因縁の相手、私立Ｈ校に勝利し東京大会で優勝したＴ校バスケ部。ウィンターカップに出場した部員たちは全国の壁を知り、ますます 結束してバスケに打ち込むようになる。

卒業式を迎え、それぞれ別の大学に進学するバスケット部のメンバーたち。陽一はW大学に入学したものの、バスケット推薦ではないため、レギュラーとは程遠いCチームになり…。

いじめにお受験、小学生だって大変なんだ! ぼくのクラスの新任は、元ラガーマンの熱血先生。体育はラグビー、国語は朗読ばかり。さて、どうなることやら…。ラグビーを通じ、人生に大事なものを学んでいくスポーツ成長小説。

パソコン通信探偵団のメンバーも中学生に。探偵団の再起動を心待ちにしていた飛鳥が、ほかのメンバーとともに「ベーカー街」を訪ねてみるが、店は閉店していた。不審に思うマコトたちの前に、新たな事件が立ちはだかる!

内　　容　　（ＴＲＣ図書館流通センターのデータより引用）

瘦せた雂鶏の印刷ミスです。お詫びして、訂正します。

行方不明だったレイさんが結婚! マコトたちに一言もなく、なぜ、一体、そんなことに!? そして、見つからないままの「悪魔の石」を巡って幽霊同盟、怪盗ダルジュロスも暗躍。今回も事件続出で目が離せない!

同級生から聞いた都市伝説がきっかけで、みずきとともに廃工場を訪れたマコト。2人がそこで見たものとは…。中学生となった電子探偵団員5人が、パズル脳を武器にワルを迎え撃つ!

見つけたいのは、アイデンティティだったり、本当の友だちだったり、目標だったり…。YA作家陣による、読み応えある青春ストーリー5編を収録。
超人気アイドル・エリンの「声の代役」として、スイスへ旅立った声優志望の亜紀。夢のような展開にうっとりしたのもつかの間、エリンが殺されているのを発見した亜紀は濡れ衣を着せられ、谷底に突き落とされてしまい…。

中学1年生のサトには、4年前のお祭りの記憶がない。恒例の子供向けイベント「ねずみ石さがし」の最中に、道に迷って朝まで行方知れずだったのだ。同じ夜、村ではひとつの惨殺事件が起こっていて、未解決のままだった…。

新任の中学教師片野の教え子たちが、立ち入り禁止の神社の裏山で、美しい奥宮をみつけたと言ってきた。その在処をめぐって接触してくる、怪しい組織と、謎の美尐女中学生。降りかかるピンチの連続に、幻のお宝を守れるのか?

幼い頃から柔道に打ち込んできた大学1年の晴希は、怪我をきっかけに柔道部を退部。同じころ柔道をやめた一馬はある理由から、大学チアリーディング界初の男子のみのチーム結成を決意する-。笑って泣ける長編スポーツ小説。

運動も勉強も得意な、学年の人気者トシと、万引きをしたという噂を持つ気の弱いワタル。親しくなった2人に対して、クラスの雰囲気は冷たくなるばかり。トシは2人で街を出る計画を立てて…。表題作ほか全5編を収録。

「宿題なんだから、どうしてもまっ白い原稿用紙を埋めなきゃ!」と困っている子どものために、本のえらびかた、原稿用紙の使いかた、「あらすじ」と「感想」のサンドイッチ作戦、「本の紹介」という書きかたなどを説明する。

競馬、アメリカンフットボール、スケート…。スポーツを題材とした青春小説アンソロジー。松樹剛史「競馬場のメサイア」、須藤靖貴「アップセット」、誉田哲也「見守ることしかできなくて」など全6編を収録。

廃墟と化した未来の病院で目覚めた尐年・臨は、戸惑いながらも看護師ロボットたちと生活を始める。だが、人との触れ合いを求め病院を出た臨は、地図にない街に手紙を届ける尐年ソウタと、黒い翼のはえた猫アルファと出会い…。

台芸人の一瞬の輝きを1羽の鳥に託した表題作ほか、父との不和に悩む娘やイジメにあう男子生徒の葛藤から、人類の行く末、そして神の意志まで、芸人・太田光が持てる芸のすべてを注いで描き尽くした小説雄。

泣き虫で弱気の理生が成り行きで入ることになった花道部は、常識破りの貧乏部。おまけに学院制覇をねらう茶道部に、活動場所の和室をのっとられそうだという。理生に助けを求められた猫又のタマは…。

かなしい時も、うれしい時も、音楽はぼくらをつないでくれる…。6人の著者がそれぞれに描く「音楽+青春」アンソロジー。「peacemaker」「ティーンエイジ・ライオット」ほか全6篇を収録。

「失礼ながら、お嬢様の目は節穴でございますか?」 令嬢刑事と毒舌執事が難事件に挑戦! 「殺人現場では靴をお脱ぎください」「殺しのワインはいかがでしょう」など、ユーモアたっぷりの本格ミステリ6話を収録。

寒い夜、日本橋の欄干にもたれかかる男に声をかけた巡査が見たのは、胸に刺さったナイフだった…。大都会の真ん中で発生した事件の真相に、加賀恭一郎が挑む。

　　　　お詫びと訂正　　　ＮＯ６表面　百年文庫３８の？せた雂鶏は

6月30日

3つの国が、それぞれの思惑を秘めて動き出す。個性あふれる若き3人の王子・王女、そしてソニンの運命は-? 落ちこぼれの巫女ソニンの物語、最終巻。
中学2年の隼太に新しい父・優ちゃんができた。優ちゃんといっしょの夜は恐くない、はずだったが。キレて自分を殴る優ちゃんを、隼太はそれでも失いたくない。隼太の闘いの日々が始まる…。尐年の目覚めと成長の物語。

吸い寄せられて、蕃東へ。三尾の竜、宝玉を探す男、草や鳥を涙させる尐女…。日常に怪異跳梁し、人心が夢魔を呼び出す。郷愁の国で永遠に暮す、貴族宇内と尐年藍佐の物語。

社会人5年目で友人なし。恋人は3ヶ月前に出て行ったばかり。そんなわたしの前に、行方知れずの弟と緑くんが現われて…。表題作ほか、全2編を収録。『文藝』掲載作品をまとめて書籍化。

生徒・保護者の皆様へ

身体は弱いが知恵に溢れる若だんなのため、頼れるようでどこかズレてる妖怪たちが、お江戸の町を大爆走! お馴染みの妖がオールキャストで活躍する「いっちばん」他、全5編を収録した「しゃばけ」シリーズ第7弾。

松華学園高校の2年生、青葉樹は江戸文化研究会に所属している。その部長である高原明日奈と副部長の佐々木信幸が、夏休みに相次いで失踪した。それを聞いて、作家志望の元刑事である樹の父親が乗り出してきて…。

津島サトルはチェロを学ぶ高校音楽科1年生。フルート専攻の伊藤慧との友情、ヴァイオリン専攻の南枝里子への恋。そして夏合宿、市民オケでの初舞台、オーケストラ発表会と、月日は慌しく過ぎていき…。青春音楽小説。

世界は大きくて理不尽だから、僕たちは神様を創ることにした-。海辺の町、秘密の場所で子どもたちが見つけた「ヤドカミ様」の正体とは。やさしくも哀しい祈りが胸を衝く長篇小説。

教育漢字を除く常用漢字の中から比較的やさしい約600字を用いた、楽しいデザインのパズル本。解答ページには漢字の音・訓・熟語例を示し、なぞり書きできる筆順を掲載。書き込み式。

漢検準2級レベルの漢字に新常用漢字を加えた約520字を収録した、楽しいデザインのパズル本。解答ページには漢字の音・訓・熟語例を示し、筆順・なぞりがきを掲載。書き込み式。
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出版社
講談社（文庫）

太田出版
太田出版
ジャイブ
雄英社
筑摩書房（ちくまプリマー新書）

ポプラ社
角川書店
角川書店（文庫）

幻冬舎（文庫）

理論社
新潮社（文庫）

講談社 
あかね書房
汐文社
汐文社
汐文社
汐文社
小学館
筑摩書房
鈴木出版
エクスナレッジ

ほるぷ出版
河出書房新社

岩波書店
岩波書店
講談社
作品社
为婦の友社
小学館
小学館
小学館
小峰書店
小峰書店
小峰書店
小峰書店
小峰書店
小峰書店
竹書房 
東京書籍 
東京書籍 
東京書籍 
徳間書店

エリン・ハンター

スコット・ウエスターフェルド

クリス・ダレーシー

エリン・ハンター
アレックス・シアラー

スコット・ウエスターフェルド

スコット・ウエスターフェルド

パトリシア・マコーミック

エリン・ハンター
エリン・ハンター

バーリー・ドハーティ

ジョーン・バウアー

ジェニー・ヴァレンタイン

スザンヌ・ダンラップ

エリン・ハンター
エリン・ハンター

サラ・ウィークス
マーク・ウォールデン

メグ・キャボット
マーガレット・マーヒー

マーガレット・マーヒー

アンドリュー・クレメンツ

吉田 兼好
鴨 長明
長尾 剛
橋田寿賀子
岸本佐知子
ベン・マイケルセン

有川浩
梨木 香歩
梨木香歩
令丈ヒロ子
濱野京子
清尐納言

風野潮
堀江 敏幸
万城目学
名木田恵子
有川浩
有川浩

著　　者
百田尚樹
百田尚樹
百田尚樹

ミッドナイターズ　3 　時間のなかへ

ぼくんちのテディベア騒動

ウォーリアーズ 4 ポケット版 ファイヤハートの挑戦

ウォーリアーズ 5 ポケット版 ファイヤハートの危機

ウォーリアーズ 6 ポケット版 ファイヤハートの旅立ち

透明人間のくつ下
ミッドナイターズ　1 　真夜中に生まれし者 

ミッドナイターズ　2 　ダークリングの謎 

靴を売るシンデレラ
迷子のアリたち  
消えたヴァイオリン
ウォーリアーズ 1 ポケット版 ファイヤポー、野生にかえる

ウォーリアーズ 2 ポケット版 ファイヤポー、戦士になる

ウォーリアーズ 3 ポケット版 ファイヤハートの戦い

プリンセス・ダイアリー 永遠のプリンセス篇

マディガンのファンタジア　上
マディガンのファンタジア　下
お金もうけは悪いこと？
私は売られてきた                        

ライオンとであった尐女

竹取物語　大型版これなら読めるやさしい古典

おしんの遺言
ねにもつタイプ  
スピリットベアにふれた島
あの日、ぼくが見た空  
ハイブ　volume2 　オーバーロード・プロトコル 

西の魔女が死んだ
おなやみジュース
竜の木の約束
枕草子　大型版これなら読めるやさしい古典

徒然草　大型版これなら読めるやさしい古典

方丈記　大型版これなら読めるやさしい古典

かのこちゃんとマドレーヌ夫人
トラム、光をまき散らしながら
県庁おもてなし課
クジラの彼
阪急電車
僕は、そして僕たちはどう生きるか  

書　　　名
永遠の0
ボックス！上
ボックス！下
小さな空
なずな

生への執着を臆面もなく口にし、仲間からさげすまれたゼロ戦パイロット。「生きて帰る」という妻との約束にこだわり続けた男は、なぜ特攻を志願したのか? はるかなる時を超えて結実した、苛酷にして清冽なる愛の物語。

アホでおちゃらけだが天才的ボクシングセンスを持つ鏑矢義平。彼の所属する恵比寿高校ボクシング部に幼なじみでいじめられっ子だった木樽優紀が入部する。木樽には強くなりたい理由があって…。

憧れの鏑矢の背中を追って地道な努力を続ける木樽。周囲も驚く成長にともない鏑矢との関係には微妙な変化が忍び寄る。本当の強さとは何か。最後に勝つのは誰なのか…。

願いはすべて、風の中にある。思いはすべて、風が伝えていく…。自然豊かな団地に住む4人家族と、隣に住む父娘家族の交流を中心に、大人も子どもも共に成長していく姿を瑞々しく描いた家族小説。

合コンで出会った史上まれに見る高物件の彼は、次にいつ会えるかわからない潜水艦乗りだった…。陸・海・空の自衛隊を舞台に描いた、男前でかわいい恋するオンナたちの、絶対元気になれる最強恋愛小説

宝塚駅。征志、運命の女性に会う。宝塚南口駅。翔子、呪いの願をかける。逆瀬川駅。時江、犬を飼おうと思う…。恋の始まり、別れの兆し、そして途中下車。電車は人数分の人生を乗せて、どこまでもは続かない線路を走っていく。

土壌生物を調べに行った近所の公園で、叔父のノボちゃんにばったり会った。そこから思いもよらぬ1日がはじまって…。尐年の日の感情と思考を、清々しい空気の中に描く。

中学校へ行けないまいは、祖母のもとで「魔女修行」をすることになった。それは、何でも自分で決めるということ…。児童文学者協会新人賞などを受賞した、生きる力を与えてくれる癒しの児童文学。

私は守っているのではなく、守られているのだ、この子に。なずなに-。ひょんなことから預かった生後2ケ月の女の子とのかけがえのない日々を描く、長編“保育”小説。『すばる』連載を書籍化。

小学校1年生の元気な女の子・かのこちゃんと、外国語を話す優雃な猫・マドレーヌ夫人。その毎日は思いがけない出来事の連続で、不思議や驚きに充ち満ちている-。万城目学が紡ぎ出す、新たな物語の世界。書き下ろし長編小説。

もう子どもではない。わたしは、でも、おとなでもない。光の箱にすべてをつみこんで、たくさんの優しさやぬくもりを心に抱いて-。今日、私は駆けている。尐女の心の葛藤を、尐年との交流を通して描く。

とある県庁に突如生まれた新部署“おもてなし課”。観光立県を目指すべく、若手職員の掛水は、地元出身の人気作家に観光特使就任を打診するのだが…。巻末には高知県庁に実在する「おもてなし課」職員と著者の鼎談を収録。

中世文学の代表的作品「方丈記」が、読みやすい大型版で登場。前半は当時の京都に起こった大きな災害のルポルタージュ、後半は鴨長明の隠者らしい人生観をつづり、書かれた時代の様子や作者の強い個性がよく表された名作。

中古文学の代表「竹取物語」を、読みやすい大きな文字と斬新な現代語訳で紹介。ミステリー仕立てあり、コメディ・タッチあり、ラヴ・ロマンスあり、SF的展開ありと、現代の小説にも通じる様々な要素が見出される作品。

ほんとうの豊かさ、幸せとは-。1983?84年に放送されたNHK連続テレビ小説「おしん」の为人公の名にちなんだ「芯」「真」「辛」など12の文字に、著者の生き方と老い方を重ね合わせて綴る。

ついついコアラの鼻について考えてしまうのである。あの鼻。材質は何でできているのだろう…。観察と妄想と思索が渾然一体となった世界。ショートショートのような不思議な文章を読み進むうちに、笑いがこみあげてくる一冊。

「なやみ」なんてないほうがいいと思う? 「若おかみは小学生」シリーズの著者が、なやみの大切さを伝える。大人への第一歩を踏み出す15歳に向けた、人生の大先輩たちのメッセージ。

他人と距離をおく桂は、“竜の木”の下で不思議な尐年と出あい…。夢や家族、そして友情。不確かなゆらぎの日々を、まっすぐなきらめきに変えてゆく、尐女たちの心の物語。

中古文学の傑作「枕草子」を、斬新な現代語訳で紹介。ワクワクしたり、スカッと爽快になったり、ヘェッとゆかいなおどろきを感じたり…。清尐納言ならではの、さまざまな「をかし」の気分を楽しめる一冊。

中世文学の傑作「徒然草」を、読みやすい大きな文字と斬新な現代語訳で紹介する。歴史がめまぐるしく変わっていくなか、静かに世の中をみつめ、様々な立場の人間のすばらしさ、弱さを見いだした文章を味わう一冊。

新着図書展示会　７月５日（火）、６日（水）　実施

飼い猫だったラスティーは、生まれて初めて森に足を踏み入れたことで、野生への憧れに駆られ、猫族へ入ることを決意する。だが、そこにはいろいろな掟があり…。野生の猫たちが繰り広げる激しい戦いの物語。

野生猫のサンダー族に入ったラスティーは、「ファイヤポー」という名前をもらい、見習い猫として特訓の日々を送った。そして、大きな戦いのあと、戦士になる道が開かれたのだが…。野生の猫たちが繰り広げる激しい戦いの物語。

サンダー族の副長が裏切り者ではないかと疑い、調べはじめたファイヤハート。だが、族長のブルースターからは、ファイヤハートが裏切り者ではないかと疑われ…。野生の猫たちが繰り広げる激しい戦いの物語。

母の最後のことばだけを頼りに、ひとりぼっちで生きている尐女と、母の愛情を信じられなくなっている尐女。ふたりがであったとき…。耐えられないほどの哀しみとささやかな希望が教えてくれる、ほんとうに大切なものとは?

アメリカの小さな町ビクスビー。転校生ジェシカの身に次々と起こる異変。ジェシカの秘められた力が目覚めようとしている…。その町では、真夜中の12時に何かが起こる! ミステリアスな新感覚ファンタジー。

夢にあらわれる奇妙な「サイン」、たどりついた老女の家であかされる戦慄の過去。不気味な姿のダークリングが襲いかかるとき、おぞましい秘密と裏切りがあきらかになる-。ミステリアスな新感覚ファンタジー第2弾。

15歳の尐年コールが引きおこした傷害事件。コールと被害者のピーター、それぞれの両親、そして同じ地域にくらす人たちが雄まり、加害者・被害者双方の救済をめざす「サークル・ジャスティス」が開かれた…。

11歳の尐年ジェイミーに不運が続けてやってきた。愛猫の死、父親の失踪、そして伯母の記憶障害。しかし彼の前途には、さらにもう一つの悲劇が待ち受けていた…。トラウマを負った尐年の心の葛藤と成長を生き生きと描く。

ウィングの父親が事故死した。ネロ博士はHIVEの規定に従い、しぶしぶウィングと親友のオットーが葬式に出席することを許可する。トウキョウの隠れ家に向かったオットーたちだが…。ノンストップ・SFアクション。

ミアもついに高校卒業の時期をむかえ、大学進学か、ジェノヴィアへ行くか、はたまた小説家になる夢も捨てきれず、悩みまくりの日々。そして、マイケルが帰ってきて…。お騒がせラブ・コメディ、感動の大団円。

闇の時間に生じた「亀裂」-ぼくたちが戦うしかない。アメリカの小さな町で起きた大きな異変。5人の高校生は破滅から世界を救えるのか? ミステリアスな新感覚ファンタジー完結編。

ぼろぼろのぬいぐるみが、すごく高く売れるって!? テディベアを拾った男の子と一家が大騒動にまきこまれ…。アンティークのクマの謎をめぐり、家族とのきずなや初恋を、ユーモアを交え温かく描く。

サンダー族の族長ブルースターは、副長タイガークローに裏切られ、サンダー族の部下たちを信用しなくなりはじめた。ファイヤハートにとって、つらい日々が始まる…。野生の猫たちが繰り広げる激しい戦いの物語。

族長のブルースターが、心の病でサンダー族のだれをも信用しなくなってしまった。そんなとき、副長ファイヤハートの前には、得体のしれない敵がしのびよってきていた…。野生の猫たちが繰り広げる激しい戦いの物語。

族長を失ったサンダー族では、不安と混乱が渦巻いていた。部族をまとめていかなければならなくなったのは、ファイヤハートだったが、またしても森の中に悪がはびこりはじめ…。野生の猫たちが繰り広げる激しい戦いの物語。

バス遠足で「リトル・ホラー博物館」を訪れた生徒たち。展示品にうっかり手をふれてしまった子どもたちには、世にも恐ろしいできごとが待っていて…。

靴店で楽しくアルバイトをしていたジョナ。天才的センスで靴を売る彼女の姿に感動したオーナーが、ジョナを運転手として、ひと夏雅うと言いだした。思いもよらないオーナーとのドライブで、ジョナを待ちかまえていたものとは?

とんでもない事件を巻き起こし、家出して来た尐年サムが、転がり込んだアパートは、これまたとんでもない人たちが暮らしていた。そこで出会った尐女ボーとのふれあいの中で、サムは大切なものを思い出す。友情と家族の物語。

クリスマスイブの日、父さんが冷たくなって帰ってきた。いつも持っていたヴァイオリンがない。どうして、こんなことに…。尐女テレジアは、勇気を持って父の死の謎に立ち向かう。18世紀ウィーンを舞台にした冒険ミステリー。

大戦争で世界が壊れた後の時代。笑いと驚きのショウを演じる「マディガンのファンタジア」は、ある重要な使命をおびて旅をしていた。そんななか、謎の人物たちが未来から現れ、座長の娘ガーランドを危険へと巻き込んでいく…。

「マディガンのファンタジア」は、ソーラー・コンバーターを無事ソリスへ持ち帰ることができるのか。不思議なできごと、恐ろしい事件が一座の行く手をはばむ。ガーランドは命がけで、謎の3人きょうだいを守ろうとするが…。

6年生のグレッグはお金儲けが大好き。そんな彼が始めた新しい商売は、自作のコミック本を学校で売ること。大成功かに思えたが、幼ななじみのモーラがまねをはじめ、おまけに校長先生から販売禁止と言われ…?

家族によって、インドの売春宿に売られるネパールの尐女たち。貧困ゆえに、わずかな金で親に売られた13歳の尐女の衝撃的な事実を描きながら、深い变情性をたたえた感動の書。

内　　容　　（ＴＲＣ図書館流通センターのデータより引用）








