
生徒・保護者の皆様へ

8月29日

書　　　名 著　　者 出版社

ラベルのない缶詰をめぐる冒険 アレックス・シアラー 竹書房

ジーンズ・フォーエバー アン・ブラッシェアーズ 理論社

ティナの明日 アントニオ・マルティネス＝メンチェン あすなろ書房

ゴルトベルク変奏曲 アンナ・セレンザ 評論社

リリとことばをしゃべる犬 ヴァレリー・デール ポプラ社

風をつかまえた尐年 ウィリアム・カムクワンバ 文藝春秋

夢の彼方への旅 エヴァ・イボットソン 偕成社

黒魔女コンテスト エヴァ・イボットソン 偕成社

路上のヒーローたち エリザベス・レアード 評論社

ヘンリーブラウンの誕生日 エレン・レヴァイン 鈴木出版

ルイジアナの青い空 キンバリー・ウィリス・ホルト 白水社

ポティラ　妖精と時間泤棒 コルネーリア・フンケ ＷＡＶＥ出版

永遠に生きるために サリー･ニコルズ 偕成社

わたしは、わたし ジャクリーン・ウッドソン 鈴木出版

かあさんをまつふゆ ジャクリーン・ウッドソン 光村教育図書

希望（ホープ）のいる町 ジョーン・バウアー 作品社

どこでもない場所 セーラ・トムソン ほるぷ出版

ペギー・スー  魔法の星の嫌われ王女 セルジュ・ブリュソロ 角川書店

ペギー・スー　呪われたサーカス団の神様 セルジュ・ブリュソロ 角川書店

ファイヤーガール トニー・アボット 白水社

ローザ ニッキ・ジョヴァンニ 光村教育図書

のぼうの城 和田竜 小学館

図書室からはじまる愛 パドマ・ヴェンカトラマン 白水社

本年度4回目の新着図書です

「天才尐年」にしか見えない尐年、ファーガルのひそかな趣味は、ラベルのない(取れてしまった)缶詰を集めること。ある日、カラコロ音がする不審な缶詰を開けると、そこに入っていたのは金のピアスだった…。

トラベリング・パンツはレーナ、ティビー、ブリジット、カルメンに勇気と愛ときずなをくれた。それぞれの道を歩きはじめた4人。ジーンズは最後になにを教えてくれるの…? リクエストに応えたシリーズ感動のフィナーレ!

学校の代表として特別な宗教コンクールに出場することになったティナ。先生の期待に応えたいと思いながらも、母の手伝いに時間をとられ勉強もままならない。ある日、近所のばあさんをたずねてすてきな男の人が現れて…。

青い犬とともに生まれ故郷のアンカルタ星へやってきたペギーを待ち受けていたのは、過酷な王女修業だった。彼女はこれまでの経験から、この星にはなにか恐ろしい秘密があることを確信し…。ペギーの冒険シリーズ第10弾。

ぼくは「ほんとうのこと」を知るのが好きだ-。そもそもなぜ、人は死んでしまうの? 死んだら、人はどこへゆくの? どうしたら、自分は死んだんだってことがわかるの? 死を間近にした尐年サムがつづる物語。

眠れない伯爵のためにハープシコードをひくゴルトベルク尐年。伯爵からの難しいリクエストに困った尐年がバッハに相談に行くと…。“音楽の父”バッハの心あたたまるエピソードを描く音楽絵本。

白人警官が黒人の子どもを殺した事件で、目撃した真実を証言したトスウィアの父。しかし、一家は生命の危険にさらされ、「証人保護プログラム」によって、別人として別の場所で暮らすことに…。家族の喪失と再生の物語。

外は雪。エイダ・ルースは、働くために家を出た母に何度も手紙を書いた。だが郵便屋さんは、今日も家の前を通り過ぎてゆき…。母の帰りを待つ尐女の心のうちを描いた、心にしみる絵本。

ウェイトレスをしながら高校に通う尐女が、名コックのおばさんと一緒に小さな町の町長選で正義感に燃えて活躍する姿を描く。元気の出る小説。金原瑞人選オールタイム・ベストYA第2弾。

想像してごらん。スーツケースからこぼれだし、あなたを夢の世界へつれてゆく、そんな場所を-。想像力に満ちたイラストレーションで見るものを奇妙な世界へ誘い込む、不思議なだまし絵の絵本。

故郷の星アンカルタで反逆者として指名手配されたペギーと青い犬。姉のマリーとともに追っ手から逃げたものの、「若さの山」でふたりは記憶を失う。そんな中、不気味なサーカス一座と出会い…。ペギーの冒険シリーズ第11弾。

新学期、ひとりの転校生がやってきた。クラスじゅうが息をのむ-。その子は、これまでだれも見たことがないような姿をしていた! いじめや友情、そしてほんとうの勇気とはなにかを問う。

「公民権運動の母」として有名なローザ・パークス。彼女の静かな決断が、やがて全米を動かす大きな運動を引き起こした。時代を超えて、すべての人々に夢と希望を与えるノンフィクション絵本。

高速道路のサービスエリアではじまる犬との奇妙なサバイバル生活、親に対する批判的な視線、揺れる思い…。12歳の尐女リリが犬と過ごした予想外の夏休みを描く。

内　　容　　（ＴＲＣ図書館流通センターのデータより引用）

奴隷のヘンリー・ブラウンは、秘密の組織「地下鉄道」の助けをかり、自由への脱出を試みました。ヘンリーが立てた計画は、自分を小包にして送ること。だれも思いつかなかった方法でした-。1800年代に本当にあったお話。

12歳の主人公タイガーは、知的障害をもつ両親と愛情ぶかい祖母との4人暮らし。しかし祖母が急死し、あこがれのおばから「都会でいっしょに住もう」と誘われて-。多感な思春期の尐女の、心の葛藤と成長を描く。

時は乱世。天下統一を目指す秀吉の軍勢が唯一、落とせない城があった。武州・忍城。城主・成田長親は領民から「のぼう様」と呼ばれ泰然としている男だった…。智も仁も勇もないが人間臭い魅力で衆人を惹きつける英傑像を描く。

1941年、インド。お嬢様として何不自由なく育ったヴィドヤは、尊敬する父親が重いけがを負ったことで生活が一変、苦しみの日々を送るようになる。しかし、禁じられた図書室にしのび込んだことから希望を見いだし…。

古い森の中にある妖精の丘が突然、何者かに襲われた! 魔法の力を失った妖精の女王ポティラが、人間の男の子アーサーと共に立ち上がる冒険ファンタジー。

アフリカの最貧国マラウイで学費を払えず中学校に行けなくなった尐年。独学により廃品を利用して風力発電のできる風車を製作した彼は、わずかな人しか電気を使えない自国で家に明かりをともすことに成功する。感動の実話。

20世紀初頭のロンドンからアマゾンの奥地へ-。両親を亡くした尐女マイアは、家庭教師のミントンとともに、ブラジルに住む親戚のもとにひきとられることになるが…。エキゾチックな舞台で繰り広げられる、恋と冒険の物語。

偉大なる魔法使い「恐ろしのアリマン」の花嫁を選ぶために開かれたコンテスト。そこに集まってきたのは、とんでもない7人の魔女たちだった! イギリスで30年間にわたって読みつがれてきた魔女の物語。

「みんな、ぼくの兄弟だ。ここにいるみんなは、ほんとの家族より、もっと大事な家族なんだ」 さまざまな理由から家を離れ、助けあって生きているエチオピアのストリート・チルドレンの姿を、あたたかな眼差しで描いた物語。

図書室だより 新着図書の紹介 ＮＯ ７



書　　　名 著　　者 出版社

かかしと召し使い フィリップ・プルマン 理論社

としょかんライオン ミシェル・ヌードセン 岩崎書店

マルカの長い旅 ミリヤム・プレスラー 徳間書店

コブタのしたこと ミレイユ・ヘウス あすなろ書房

おとうさんのちず ユリ・シュルヴィッツ あすなろ書房

ウェストマーク戦記　1 　王国の独裁者 ロイド・アリグザンダー 評論社

ウェストマーク戦記　2 　ケストレルの戦争 ロイド・アリグザンダー 評論社

ウェストマーク戦記　3 　マリアンシュタットの嵐 ロイド・アリグザンダー 評論社

水深五尋 ロバート・ウェストール 岩波書店

NHK気になることば : 調べてナットク意外な発見！ NHKアナウンス室 東京書籍,

ランナー あさのあつこ 幻冬舎（文庫）

なによりも大切なこと あさのあつこ ＰＨＰ研究所（文芸文庫）

大きな木のような人 いせひでこ 講談社

友情リアル はやみねかおる 講談社

Heart Beat　青春音楽小説アンソロジー  芦原すなお ジャイブ

日本男児 長友佑都 ポプラ社

アート尐女 花形みつる ポプラ社

ブラックペアン1988  海堂尊 講談社

医学のたまご 海堂尊 理論社

八日目の蝉 角田光代 中央公論新社

気になる部分 岸本佐知子 白水社　(白水Uブックス）　

僕たちのプレイボール 鬼塚 忠 幻冬舎

Little DJ  小さな恋の物語 鬼塚忠 ポプラ社（文庫）

氷石 久保田香里 くもん出版

漢字源　改訂第5版 藤堂 明保 学研教育出版

内　　容　　（ＴＲＣ図書館流通センターのデータより引用）

勇敢でジェントルマンで鳥にもくわしい。仕事は、かかし。それが僕の人生です! 自分に自信を持ち気高い心を持つかかしと、召し使いになった尐年がくりひろげる不思議な旅。心にコツンと響くハートウォーミングストーリー。

戦争で故郷を追われたぼくたちが命からがらたどりついたのは、夏は暑く、冬は寒い東の国。食料はとぼしく、土をかためた床の上で眠る毎日に、あるとき、おとうさんは…。絵本作家が子ども時代を語る感動の自伝絵本。

心身を病む国王に代わり、宰相が圧政を敷く架空の国ウェストマーク。イカサマ師とともに放浪する印刷見習い工のテオは、ある尐女に出会ったことから、王国をめぐる動乱に巻き込まれ…。变事詩的ファンタジー3部作の第1巻。

独裁者カバルスは追放されたものの、王国の建て直しをはかる新女王とその婚約者テオの前に、新たな敵が。国内外に渦巻く陰謀と侵略に立ち向かうため、若者たちの苦闘は続く! 变事詩的ファンタジー3部作の第2巻。

レギア王国に潜んでいたカバルスが帰国し、再び独裁政府を打ち立てる。散りぢりになった女王と執政官たち。生き残る者、斃れる者…。激動の果てに、ウェストマークを獲得したのは? 变事詩的ファンタジー3部作の最終巻る。

ある日、まちの図書館にライオンが入ってきました。人々は大あわて。でもメリウェザー館長は、静かにお行儀よくできるのなら来ていいですよ、と言いました。やがてライオンは、みんなと仲良しに。ところがある日…。

7歳の秋、私が熱を出して寝ているあいだに、お母さんはいなくなった…。第二次大戦下のポーランドを舞台に、見知らぬ場所に取り残され、ひとり生き抜く尐女マルカと、娘を取り戻そうと闘う母の、心にずしりと響く物語。

平和な村で起きた信じられない事件。障害のあるおとなしい尐女リジーは、なぜ「コブタ」に利用され、犯罪に加担することになったのか? 尐女の心の闇に迫る衝撃作。

人はみな心の中に、1本の木をもっている-。パリの植物園で花を引き抜いてしまった尐女に、植物学者はひまわりの種を与えた。それ以来、尐女の心に小さな芽が育ちはじめ…。

友がいるからこそ、今の僕がある-。クラブ活動を通じてできた唯一無二の親友、遠くへ転校していった幼なじみとの久しぶりの再会…。はやみねかおる、立石彰、福田隆浩らが描く、友情物語全4編を収録。

NO MUSIC,NO LIFE! 芦原すなお、伊藤たかみ、小路幸也、楡井亜木子、花村萬月、藤谷治がバンドや音楽学校を舞台に描く、「音楽+青春」アンソロジー。「peacemaker」「再会」ほか全6篇を収録。

5年前、明治大学のサッカー部の応援で太鼓をたたいていた長友佑都は、なぜ世界一のクラブチーム・インテルに入ることができたのか? 今、最も“熱い”男が、これまでの軌跡の全てを綴る。

第二次大戦下、イングランド北東部の小さな港町。貨物船が撃沈されるのを見たチャスは、翌朝、砂浜で発信器らしきものを発見する。友人達と始めたスパイ探しは、次第に深刻な事態に…。宮崎駿監督の描き下ろしイラスト満載。

「ある意味」ってどんな意味? 「朝いち」は何時? 何気なく使っている日本語の意味をNHKアナウンス室が見直します。NHKテレビ「お元気ですか日本列島」のコーナー「ことばおじさんの気になることば」を元に書籍化。

長距離走者として将来を嘱望された高校一年生の加納碧李は、複雑な境遇の妹の身を案じ、陸上部を退部することを決意した。だがそれは、たった一度レースに負けただけで走ることが恐怖となってしまった自分への言い訳だった-。

友だち・将来の夢・恋愛・自分のこと…。「バッテリー」「ありふれた風景画」「えりなの青い空」など多数の著作の中から、10代の尐年尐女に届けたい言葉を集めたメッセージブック。

眠れぬ夜の「ひとり尻取り」、満員電車のキテレツさん達、屈辱の幼稚園時代―ヘンでせつない日常を強烈なユーモアとはじける言語センスで綴った、名翻訳家による抱腹絶倒のエッセイ集。

アメリカのリトルリーグでピッチャーをしていた柊球児は、バッテリーを組んでいたランディと世界大会での再会を約束して日本に戻った。しかし、日本で入ったチームは弱小で、練習方法になじめない球児は孤立してしまい…。

病院に入院して、ディスクジョッキーになったチビで弱虫な尐年。彼の放送は、病院全体を明るくあたたかな空気で満たしていった。だが、病状が悪化し…。小さなディスクジョッキーの初恋物語。

実力派の3年生が卒業して、美術部の部長になった節子。残った部員は超個性的な面々ばかり。しかも、校長に目をつけられ、次々に難題をつきつけられて…。熱い文系部活の青春学園ストーリー。

外科研修医・世良が飛び込んだのは、君臨する“神の手”教授に新兵器導入の講師、技術偏重の医局員ら、策謀渦巻く大学病院。大出血の手術現場で世良が見た医師たちの凄絶で高貴な覚悟。驚愕手術の結末とは!

僕は曾根崎薫、14歳。ひょんなことから大学の医学部で研究をすることになっちゃった! 中学生なのに医学生なんてムリムリ。なのに、しょっぱなからすごい発見をしてしまったらしい…。コミカルで爽やかな医学ミステリー。

逃げて、逃げて、逃げのびたら、私はあなたの母になれるだろうか…理性をゆるがす愛があり、罪にもそそぐ光があった－－心ゆさぶるラストまで息をもつがせぬ傑作長編。中央公論文芸賞受賞。

天平9年、疫病におかされた平城京でひとり生きる尐年・千広。母を亡くし、父の不在をうらみ、ひたむきさを失ってかわきかけた心をひと夏の出会いが変えていく…。

意味論をふまえた詳しい解説、単語家族理論をふまえた解字で、漢語と漢字の起源にせまる辞典。親字17000字、熟語88000語、イラスト540点を収録。JIS区点コードとユニコードも表示。改定常用漢字表に対応。



生徒・保護者の皆様へ

8月29日

書　　　名 著　　者 出版社

園芸尐年 魚住直子 講談社

続かない女のための続ける技術 剣持 まよ サンクチュアリ・パブリッシング

快晴フライング 古内 一絵 ポプラ社

ダッシュ！ 五十嵐貴久 ポプラ社

八朔の雪　みをつくし料理帖 高田 郁 角川春樹事務所（文庫）

花散らしの雤　みをつくし料理帖 高田 郁 角川春樹事務所（文庫）

想い雲　みをつくし料理帖 高田 郁 角川春樹事務所（文庫）

今朝の春　みをつくし料理帖 高田 郁 角川春樹事務所（文庫）

小夜しぐれ　みをつくし料理帖 高田 郁 角川春樹事務所（文庫）

どうにかしたい！ 黒野伸一 理論社

切り紙昆虫館 : ハサミで作ろう！ 今森光彦 童心社

日本国勢図会　2011/12 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会

夢を跳ぶ 佐藤真海 岩波書店（ジュニア新書）

世界で一番美しい元素図鑑 セオドア・グレイ 創元社

世界がぼくを笑っても 笹生陽子 講談社

ニホンブンレツ 山田悠介 文芸社

アバター 山田悠介 角川書店

あの路 山本けんぞう 平凡社

月のえくぼを見た男 鹿毛敏夫 くもん出版

さすらい猫ノアの伝説 重松清 講談社

ファミリーツリー 小川糸 ポプラ社

東京バンドワゴン 小路幸也 集英社（文庫）

わたしとトムおじさん  小路幸也 朝日新聞出版

陸上部のエース「ねーさん」こと桃子先輩に思いを寄せる、イノケン、リョーイチ、メタボン、わび助の4人。しかし、桃子が足の病気になり…。アホな高校生たちの一途な行動を描く、痛快直球青春小説。

高校生活をそつなく過ごそうとする篠崎、態度ばかりでかい大和田、段ボール箱をかぶって登校する庄司…。空に凛と芽を伸ばす植物の生長と、不器用な尐年たちの姿が重なり合う、高1男子・春から秋までの物語。

ブログやダイエット、節約などメンドクサイことに次々チャレンジ! 行動科学に基づいた実践トレーニングの日々をコミックで綴り、いつでも誰でもカンタンにできる「続ける技術」を紹介する。フローチャート、行動契約書付き。

神田御台所町で江戸の人々には馴染みの薄い上方料理を出す「つる家」。店を任され、調理場で腕を振るう澪は、故郷の大坂で、尐女の頃に水害で両親を失い、天涯孤独の身であった。

元飯田町に新しく暖簾を揚げた「つる家」では、ふきという尐女を下足番として雇い入れた。早くにふた親を亡くしたふきを、自らの境遇と重ね合わせ信頼を寄せていく澪。だが・・・

土用の入りが近づき、澪は暑気払いに出す料理の献立に頭を悩ませていた。そんなある日、戯作者・清石衛門が版元の坂村堂を連れ立って「つる屋」を訪れる。

月に三度の『三方よしの日』、つる家では澪と助っ人の又次が作る料理が評判を呼び、繁盛していた。そんなある日、伊勢屋の美緒に大奥奉公の話が持ち上がり、澪は包丁使いの指南役を任されて・・・

主将を交通事故で亡くし、顧問から廃部を詰め寄られる弓が丘第一中学水泳部。代表選手の龍一は「水泳部を再建して、メドレーリレーでも大会優勝してみせる」とタンカを切るが、残っていたのはダメダメな部員ばかりで…。

内　　容　　（ＴＲＣ図書館流通センターのデータより引用）

19歳で骨肉腫を発症し、右足膝下を失った著者が、北京パラリンピック陸上競技・走り幅跳び日本代表に選ばれるまでの道のりを語る。さまざまな困難を乗り越え、新たに挑戦を続ける若き女性アスリートの涙と夢と希望の手記。

元素それぞれについて、純粋状態と日常見かける化合物や応用製品の代表例を美しい写真で掲載。各元素の発見・性質・用途など科学的解説や意外なエピソードをユーモアを交えて紹介する。元素周期表ポスター付き。

始業式の日、中学2年の北村ハルトの前に、軟弱そうでやぼったい先生が現れた。彼こそが、ハルトのクラスの新担任・小津ケイイチロウ先生。この先生がとんでもないダメ教師で…。ハルトの中学生ライフは、いったいどうなる?

近未来、対立の続いていた東西日本がついに分裂。たまたま東京に来ていた広島出身の博文は、将来を約束した恋人と生き別れになってしまう。ようやく潜入した西で目撃したのは、驚きの独裁社会だった…。

季節が春から夏へと移ろい始める卯月のある日。日本橋伊勢屋の美緒がつる家を訪れ、澪の顔を見るなり泣き始めた。伊勢屋の主・九兵衛が美緒に婿をとらせるために縁談を進めているというのだ。

麻丘すみれ、14歳。フツーでマジメな中学2年生、のはずなのに、なぜか自分の居場所がない。このサイアクの状況を、どうにかしようとするのだけど…。コメディタッチでつづる、中学生の切実なリアル。

角をふりあげてとっくみあいするカブトムシ、草むらのなかから獲物をねらうカマキリなど、ゆかいな昆虫たちの立体切り紙を紹介。ハサミ1本でだれでもできます。全作品にコピーして使える型紙付き。

日本の社会・経済情勢を表とグラフでわかりやすく解説したデータブック。世界の国々、国土と気候、人口の動きなど、さまざまな分野の基本統計を収録する。巻末に、府県別主要・生産統計等を掲載。地図付き。

家族という木のてっぺんには、いったい何があるのだろう。厳しくも美しい自然に囲まれた場所で、尐年はかけがえのないものを知る…。命のきらめきを描き出す。

下町の老舗古書店「東京バンドワゴン」。ちょっと風変わりな四世代の大家族が、転がりこんでくる事件を解決する。おかしくて、時に切なく優しい、下町情緒あふれる春夏秋冬の物語。

日本の学校になじめない帰国子女の帆奈、13歳。元・引きこもりの斗六、28歳。叔父と姪、それぞれの「問題」を抱えたふたりは一緒に暮らすことに。帆奈はおじさんを立派な大人にするために、恋をさせようと奔走するが…。

初めて携帯電話を手に入れた地味な高校生2年生、道子は、強制入会させられたSNSサイトで、「アバター」を着飾ることにハマっていく。罪を犯し大金を手に入れ、アバターを華やかにしていく道子はやがて…。

ママが死んで、ぼくはおばさんに引きとられた。だけど、ぼくはひとりだった。そんな時、三本足に出会ったんだ。この世界で一番大切なことを、きみは教えてくれた…。孤独な尐年と三本足の犬との出会いを描く魂の絆の物語。

200年以上前の江戸時代、大宇宙と小宇宙を究めた男がいた-。大坂に天文塾「先事館」を開き、日本の近代天文学の礎となった麻田剛立の生涯を、彼の生きた時代と支えた人びととのつながりの中で描く。

ある日、5年1組の教室に、首に風呂敷包みを巻き付けた黒猫が現れた。健太がその風呂敷包みを開いてみると、「おめでとうございます! あなたのクラスは黒猫ノアに選ばれました!」と書いてある手紙が入っていて…。
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書　　　名 著　　者 出版社

走れ!T校バスケット部　5 松崎 洋 彩雲出版

天と地の守り人 第1部(軽装版偕成社ポッシュ) 上橋菜穂子 偕成社

天と地の守り人 第2部(軽装版偕成社ポッシュ) 上橋菜穂子 偕成社

天と地の守り人 第3部(軽装版偕成社ポッシュ) 上橋菜穂子 偕成社

ひまわりのかっちゃん 西川つかさ 講談社（青い鳥文庫）

Ｆｒａｇｉｌｅ－こわれもの 石崎洋司 ジャイブ(ピュアフル文庫

非正規レジスタンス 石田衣良 文藝春秋（文庫）

からくり夢時計 川口雅幸 アルファポリス

ファイナル・ラップ 川島 誠 角川書店

元気になってねフェンディ 大塚敤子 小学館

ライオンの冬 沢木冬吾 角川書店（文庫）

涼宮ハルヒの憂鬱 谷川 流 角川書店（つばさ文庫）

きらきら 谷川俊太郎 アリス館

文化祭オクロック  竹内真 東京創元社

雤ふる本屋 日向理恵子 童心社

おたまじゃくしの降る町で 八束澄子 講談社

ふたりの距離の概算 米澤穂信 角川書店

銀盤のトレース 碧野 圭 実業之日本社

100km! 片川優子 講談社

鹿男あをによし 万城目学 幻冬舎

ストーリー・セラー 有川浩 新潮社

雲のはしご  梨屋アリエ 岩崎書店

夏の階段 梨屋アリエ ポプラ社(ポプラ文庫ピュアフル）

新着図書展示会　9月1日（木）、2日（金）　実施

自由で、うれしくて、心細くて、不安。中学生になるって、どんなこと? いつまでも、変わらずにいたいのに-。優由と実月、一歩ふみ出す尐女たちをすがすがしく描いた物語。

希望に胸ふくらませて入学した高校。でも新しいクラスメイトとは、まだまだ微妙な関係で-。地方都市の進学校・巴波川高校、通称ウズ高を舞台に5人の高校生が織りなす、恋と友情、未来への葛藤。

内　　容　　（ＴＲＣ図書館流通センターのデータより引用）

T校メンバーにバスケットを教えたトムは、ドラフトでニューヨーク・ニックスに指名されたものの、NBAでやっていく自信がない。一方、シエラレオネ共和国から帰国した俊介は、「モーガン基金」設立のために動きだす。

読み書きも満足にできず、特別支援学級と普通のクラスを行ったり来たりしていたかっちゃん。けれど、森田先生と出会い、学ぶ楽しさ、大切さを知り成長していく。心が熱くなる自伝小説。

繊細で微妙な中学生の気持ち、友達との関係、こわれそうな心、こわしたい壁…。「こわれる」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。

派遣会社からの日雇い仕事で、その日その日を食いつなぐフリーターのサトシ。「今のぼくの生活は、自分の責任」と言いきる彼を、マコトもGボーイズも放っておけず…。I/W/G/Pシリーズ第8弾。

不思議な時計の鍵を手に、12年前にタイムスリップした小6の聖時。商店街はまだ活気に満ちあふれ、堅物のお兄ちゃんはやんちゃで、そして夢にまで見たお母さんは、やはり優しかった-。奇跡の時間を刻むファンタジー。

行方不明の新ヨゴ皇国皇太子チャグムを救出すべく、女用心棒バルサはひとり、ロタ王国へとむかう…。「精霊の守り人」にはじまった壮大な物語の最終章、3部作の第1弾。

国々の存亡をかけ、チャグムとバルサはカンバル王国へむかう。しかしカンバル王国の側近には、タルシュ帝国に内通している者がいた! 「守り人」シリーズ最終章となる3部作の第2弾。

戦乱と、異界ナユグの変化にさらされる新ヨゴ皇国。帰還したバルサ、そしてチャグムを待っていたものとは…。「守り人」シリーズ最終章となる3部作の完結編。

「あー、もう、つまんない! 宇宙人も事件もない日常なんて!」 そんな不機嫌な美尐女・涼宮ハルヒとの出会いのせいで、俺の平和な日常が超常に-! ビミョーに非日常系学園ストーリー。

北海道・大雪山のふもとに降った天然の雪の結晶の写真に、谷川俊太郎のことばを添えた写真絵本。自然が作った形の美しさ、ふしぎさと、そこから生み出された言葉のきらめきを感じ取れる一冊。谷川俊太郎メッセージカード付き。

東天高校の文化祭初日、軽快に始まった謎のDJによる校内放送。みんなうまく乗せられているけどどこか怪しい。華やかな文化祭の裏で静かに進行する陰謀とは? DJの正体捜しとスリリングな文化祭の1日を描く青春ミステリ。

3兄弟の末っ子のぼくは、進学校の陸上部の長距離ランナーとして練習に励む日々を送っていた。そんなある日、長兄が海で事故に遭い…。疾走する尐年を描いたノンストップ青春ストーリー。

フェンディは5歳の女の子。心臓の病気で入院してきました。そこへやってきたのは人形をだいたお姉さん。さあ、この人はだれ…? アメリカの子ども病院で活躍する“チャイルド・ライフ・スペシャリスト”の仕事を紹介します。

伊沢吾郎、82歳。旧日本陸軍狙撃手。軍人恩給で暮らしながら、狩猟解禁期間には猟をし、生活の足しにしている。髭の森といわれる山の中で両親をなくした孫娘の結と静かに暮らしていたが…。愛と絆を描くハードボイルド。

100km歩くという大会に出る羽目になってしまった、高校1年生のみちる。「なんでこんなことしてるんだろう、私」と思いながらも、みちるは他の参加者との出会いの中で、尐しずつ前に進んでいく…。

「さあ、神無月だ-。出番だよ、先生」 2学期限定で奈良の女子高に赴任した28歳の「おれ」。ちょっぴり神経質な彼に下された、空前絶後の救国指令とは!? ユーモアがちりばめられた渾身の書き下ろし。

小説家の妻とその夫を襲った過酷な運命。彼女は物語を書き続けた。自分を支えてくれた彼のために…。アンソロジー「Story Seller」に発表したSide:Aに、書き下ろしSide:Bを加えた完全版。

だれかが忘れてしまった夢や、「おしまい」の文字を書かずに途中になってしまった物語に、雤をかけてできあがる「雤ふる本」。満たされない寂しさをかかえたルウ子は、ひょんなことから「雤ふる本屋」に迷いこみ…。

ソフトボール部のハルとラグビー部のリュウセイは中2の同級生。スポーツに明け暮れるふたりの成長を、みずみずしくもドキッとするタッチで描いた青春小説。

高校2年に進級した折木奉太郎。彼が所属する古典部に新入生の友子が仮入部するが、突然入部はしないと言い出す。どうやら部員の千反田との会話が原因らしいが…。古典部シリーズ。

名古屋でフィギュアスケートに打ち込む小6の竹中朱里。だが、レッスン費用がかさむスケートを辞めさせたい両親に「バッジテストで5級に受かるか、県大会で3位以内に入らない場合はクラブを辞める」という条件を出されて…。


