
生徒・保護者の皆様へ

10月11日

書　　　名 著　　者 ＮＤＣ 出版社

バスラの図書館員 ジャネット・ウィンター Ｅ010 晶文社

アマモの森はなぜ消えた？ 山崎洋子 Ｅ479 そうえん社

ルリユールおじさん いせひでこ Ｅ913 講談社

ホームランを打ったことのない君に 長谷川隼平 Ｅ913 理論社

わたしの足は車いす フランツ＝ヨーゼフ・ファイニク Ｅ943 あかね書房

アレの名前大百科 みうら じゅん 031 ＰＨＰ研究所

☆ くらべる図鑑　小学館の図鑑NEO+ 加藤 由子 031 小学館

☆ いちばん!の図鑑 今泉 忠明 031 学研教育出版

☆ もっとくらべる図鑑　小学館の図鑑NEO+ 031 小学館

トイレに行けない恐怖!!都市伝説　パート13 平川陽一 049 汐文社　 

怪奇がいっぱい恐怖!!都市伝説　パート14  平川陽一 049 汐文社　 

震えがとまらない恐怖!!都市伝説　パート16  平川陽一 049 汐文社　 

誰かが泣いている!恐怖!!都市伝説　パート15  平川陽一 049 汐文社　 

１４歳の君へ　どう考えどう生きるか 池田晶子 100 毎日新聞社

大人になる前に身につけてほしいこと 坂東眞理子 159 ＰＨＰ研究所

中学時代にしておく５０のこと 中谷彰 159 ＰＨＰ研究所

マザー・テレサ　あふれる愛 沖守弘 198 講談社(青い鳥文庫）

それでも、日本人は「戦争」を選んだ 加藤陽子 210 朝日出版社

アラマタ人物伝　 荒俣宏 281 講談社

永井隆　平和を祈り愛に生きた医師 中井俊已 289 童心社

シゲコ！ 菅聖子 289 偕成社

うなドン 青山潤 297 講談社

ダイヤモンドより平和がほしい 後藤健二 302 汐文社

日本がもし100人の村だったら  池上彰 302 マガジンハウス

INORI 綾野　まさる 319 ハート出版 

イラストで学べる税金のしくみ 1 税金とはなにか? 大野 一夫 345 汐文社

イラストで学べる税金のしくみ 2 日本の税制度 大野 一夫 345 汐文社

イラストで学べる税金のしくみ 3 くらしと税金 大野 一夫 345 汐文社

友だち幻想 菅野仁 361 筑摩書房（ちくまプリマー新書）

親のこころ  新装版 木村 耕一 367 1万年堂出版　 

にいちゃんのランドセル 城島充 369 講談社

車いすで生活しているアンナは、初めて一人でお使いに行くが、出会うのは同情と好奇心の眼差しと無視ばかり。でも、ジギーという友達ができて…。障害者理解が一層深まる絵本。04年度オーストリア児童・青尐年文学賞受賞作。

食パンの袋をとめている凱旋門みたいなアレ、視力検査に出てくるC型のアレ、ひじ先をぶつけたときにビリビリするアレ…。ふだん目にしている「アレ」の名前をクイズで出題し、由来を解説する。

生き物から宇宙・地球、乗り物や建造物、世界と日本まで、いろいろなものを自分や身近なものとくらべる図鑑。ジャンル別の「知識」をクロスオーバーして「くらべる」ことで、「実感」をプラスします。迫力のイラストが満載。

走るスピード、木の大きさ、山の高さ、竜巻の多さなど、動物、植物、地球、気象、乗り物などにまつわる様々な「いちばん!」を紹介した図鑑。1m近くになるパノラマページあり。

バスラはイラクの文化的中心都市です。バスラの女性図書館員・アリアさんは、戦火から図書館の本を守ろうと、街のみんなの助けを求め、夜、3万冊の本を家に運びます。図書館が焼失したのは、その9日後でした…。

アマモは「海のゆりかご」。森のように広がって、海の生きものを育ててくれる。そんなアマモの森が日本の海から消えた? なぜ? どうしたら蘇るのか? アマモの森を復活させるための試みを紹介する絵本。

ソフィーの大事な植物図鑑がこわれてしまった。町の人から「ルリユール」のところに持っていくといいと聞いたソフィーは、ある路地裏の工房を訪ねる。そこで、本造り職人のおじさんに図鑑を直してもらうことになり…。

けがをしても野球への情熱は失わない、野球部出身の仙吉。いつかホームランを打つ。あきらめずにがんばろう…。夢に向かって歩き続けることの大切さを、野球が大好きな尐年と、野球を愛し続ける仙吉との交流をとおして描く。

神社の御神木を切った祟り、公園のベンチに座っていたマネキン人形、裏道に現れる包帯姿の男の人…。今また、ブームになっている「都市伝説」の中から、身の毛もよだつコワーイ話を厳選し、紹介します

これから君は、幸福な人生を生きなくちゃならない。不幸な時代であっても、幸福な人が不幸になることだけは決してない-。「14歳からの哲学」の著者が贈る人生の教科書。『毎日中学生新聞』連載に書き下ろしを加え単行本化。

友だちづきあいのルール、すてきな大人になる秘訣、自分を守る知恵、学びの習慣…。「女性の品格」の著者が若い人へ、人生の可能性が広がる考え方・振舞い方、そして大人になる前に知っておくべきことを教える。

本屋さんで勉強しよう。ひとりぼっちを楽しもう。「ドキドキすること」をしよう! 就職学生のバイブル「面接の達人」の著者が、中学時代を楽しくするコツを、自身の体験を交えてアドバイスする。

生き物から人工物、自然物、宇宙まで、さまざまなものを、大きさ、行動や能力、時間の流れ、場所のちがいなどで「くらべる」図鑑。「知識」に「実感」をプラスして「考える力」を育てる。全長80cmの超パノラマページつき。

無人アパートの明かり、拾った携帯電話から聞こえた悲鳴、すすり泣く声が聞こえるトイレ…。今また、ブームになっている「都市伝説」の中から、身の毛もよだつコワーイ話を厳選し、紹介します

天井の板に浮かんだ人の顔、写真に写った女の影、部屋に迷い込んできた霊…。今また、ブームになっている「都市伝説」の中から、身の毛もよだつコワーイ話を厳選し、紹介します。

立入禁止の非常階段、雨の怪奇トンネル、リゾートホテルに響く不気味な鐘の音…。今また、ブームになっている「都市伝説」の中から、身の毛もよだつコワーイ話を厳選し、紹介します。

尐女時代に広島で被ばくし、アメリカにわたったシゲコ。子どもたちに愛と勇気と笑顔をとどけ、いのちの大切さを語りつづけるシゲコの半生を追いかけたノンフィクション。

ニホンウナギの産卵場を突き止めた東大研究チーム。彼らの次なるミッションは、「世界中のウナギすべて」を集め、その進化の道筋を解明すること。自然科学の頂きをめざし、いざタヒチへ! 研究員が語る冒険譚。

アフリカの西部に位置するシエラレオネ。ダイヤモンドの産地として知られるが、その利益は戦争の費用となり、武器にかえられ、そして、その銃を、子どもも握ったのだ…。「やぶの殺し屋」と呼ばれていた元・子ども兵士を取材。

尐子高齢化、単身・未婚化、農業、雇用、医療、教育、社会保障、低炭素社会、コミュニティ…。どうなる、日本? この国の今、そして未来を数字で見る。池田香代子との対談も収録。

「いちばんひどい病気は、誰からも必要とされていないと感じることです」と、生涯をかけて貧しい人々に尽くしたマザー・テレサの活動を、豊富な写真とともに紹介する。

普通のよき日本人が、世界最高の頭脳たちが、「もう戦争しかない」と思ったのはなぜか? 日清戦争から太平洋戦争まで、戦争の根源的な特徴、戦争が地域秩序や国家や社会に与えた影響と変化などを解説。高校の講義を書籍化。

テレビでもひっぱりだこの荒俣宏さんが、そのキラリ☆と光る独自のセンスでチョイスした人物を紹介する、ふしぎで楽しい人物事典。紹介する人物を生まれた年代順に並べ、だいたい１ページずつにまとめて解説しています。

島根で生まれて長崎で医者となり、白血病を背貟い余命３年を宣告され、さらには原爆の被害にあいながらも医者として多くの人の命を救うために命を尽くした永井隆の伝記。体が動かなくなってからは本を書いて平和を訴えた永井隆の生涯をたどる。

身近な人たちとの親しいつながりが大事だと思っていて、そのことに神経がすり減るぐらい気を遣っている。なのにうまくいかないのはなぜか。さまざまなキーワードにしたがって問題を整理し、人と人のつながりについて考える。

「ありがとう」が涙で言えなくて…。古今東西、変わらぬ「親のこころ」とは何か。水戸黄門、西郷隆盛、貝原益軒、野口英世など歴史上の人物の親子エピソードと、2000通の応募から精選した体験談で綴る。

1995年1月17日の夜明け前、兵庫県南部を襲った阪神淡路大震災は、6434人の尊い命を奪いました。あの日から15年、災害で亡くなったにいちゃんのランドセルを通して、震災を語りつぐ大切さを描きます。

「生きていたい」とつよく願いながら、わずか12歳で天国へ旅立った佐々木禎子さん。折りづるをかかげ、両手をいっぱいにのばした「原爆の子の像」モデルとなった尐女の物語。

よくニュースに登場する税金。かしこい納税者になれるよう、税金のしくみについてイラストとともにわかりやすく解説。1では、税のはじまり、各時代の税制、所得税・法人税・消費税のはじまりなどを取り上げる。

よくニュースに登場する税金。かしこい納税者になれるよう、税金のしくみについてイラストとともにわかりやすく解説。2では、所得税・法人税・相続税・住民税・地方税・消費税などを取り上げる。

よくニュースに登場する税金。かしこい納税者になれるよう、税金のしくみについてイラストとともにわかりやすく解説。3では、税金と政治、政治と企業のつながり、税金の使い道、国債などを取り上げる。

☆印の図鑑も貸出をします。今までの図鑑とは内容の扱い方が
かなり違います。家庭でゆっくり実感してください。

内　　容　　（図書館流通センターのデータより引用）

図書室だより 新着図書の紹介 ＮＯ 9



書　　　名 著　　者 ＮＤＣ 出版社

地震イツモノート　キモチの防災マニュアル 地震イツモプロジェクト 369 ポプラ社（文庫）

幸せを届けるボランティア不幸を招くボランティア　 田中優 369 河出書房新社

土のコレクション 栗田宏一 407 フレーベル館

数の悪魔　普及版　 エンツェンスベルガー 410 晶文社

中学理科の物理学 福地孝宏 420 誠文堂新光社

「次」にひかえるM9超巨大地震 453 ニュートンプレス

☆ 一生の図鑑 阿部 和厚 460 学研教育出版

時間のコレクション　　 飯村 茂樹 460 フレーベル館

中学理科の生物学 福地孝宏 460 誠文堂新光社

動物の死は、かなしい? あべ弘士 480 河出書房新社

ホネホネたんけんたい 西沢真樹子 481 アリス館

命をつなげ！ドクターヘリ 岩貞るみこ 492 講談社（青い鳥文庫）

大阪の橋ものがたり 伊藤純 515 創元社

琵琶湖のカルテ 今関信子 519 文研出版

しゃべる犬カイくんと子どもたち家族の絆 坂本カイ 645 ポプラ社

おじいちゃんは水のにおいがした 今森光彦 664 偕成社

高校生レストラン、行列の理由。 村林新吾 673 伊勢新聞社

高校生レストラン、本日も満席。 村林新吾 673 伊勢新聞社

9割がバイトでも最高のスタッフに育つディズニーの教え方 福島 文二郎 689 中経出版

ちひろ夏の画集 いわさきちひろ 726 講談社

本物みたいな虫のおりがみ図鑑 伊丹市昆虫館 754 創元社

トイレットペーパーおりがみ 東大折紙サークル「Ｏｒｉｓｔ」 754 講談社

甲子園だけが高校野球ではない 岩崎夏海 783 廣済堂あかつき

心を整える。 長谷部　誠 783 幻冬舎 

クジラと海とぼく 水口博也 910 アリス館

海をうらまない  佐藤啓子 911 合同出版　 

NO.6　#1 あさの あつこ 913 講談社（文庫）

NO.6　#2 あさの あつこ 913 講談社（文庫）

NO.6　#3 あさの あつこ 913 講談社（文庫）

都会（まち）のトム＆ソーヤ　1 はやみねかおる 913 講談社

都会（まち）のトム＆ソーヤ　2 はやみねかおる 913 講談社

都会（まち）のトム＆ソーヤ　3 はやみねかおる 913 講談社

都会（まち）のトム＆ソーヤ　4 はやみねかおる 913 講談社

都会（まち）のトム＆ソーヤ　5下 はやみねかおる 913 講談社

都会（まち）のトム＆ソーヤ　5上 はやみねかおる 913 講談社

地震は「モシモ」起きることじゃなくて、「イツモ」あるかもしれないって考えて、準備をしておく必要があるんじゃないのかな…？阪神・淡路地方で起きた地震で被災した人たちの声をもとに、地震に必要な備えや心の持ち方をまとめた防災マニュアル

東北地方太平洋沖地震の科学的な分析を中心に、今後発生する確率が高いと考えられている「東海・東南海・南海地震」と、首都圏に甚大な被害をもたらす危険性がある「首都直下地震」に関する情報をまとめる。

昆虫、動物、鳥、魚、植物、自然などの一生を、迫力の写真で紹介。一生の長さや成長途中の過ごし方、一生の中にある不思議など、知っているようで知らない生き物の姿がわかる。1m近くになるパノラマページあり。

1枚の写真は「一瞬」を切り取ったもの。でも、その「一瞬」を並べてみれば、そこに、流れる「時間」が見えてくる-。生きもの、草木、風景の一瞬を定期的に撮影した500枚の定点写真を収録。

細胞の構造とはたらき、動物が動くしくみ、食べることと恒常性、生態系、進化と分類などをたくさんの写真とともに解説。実験・観察・観測の方法も収録する。新学習指導要領に対応。

「いいこと」してるハズなのに「善意」がムダになる? 現実のボランティア活動は実際のところどうなっているのか。きちんと相手に届いているのか。その仕組みを教えます。「取り組みやすい活動ガイド」も掲載。

土なんて、どれも同じじゃないの? でも、ゆっくりページを開いていってごらん。ピンク、オレンジ、黄色、青、紫、緑…。日本全国をかけめぐるようになって10年。1万種をこえる土のコレクションの中から厳選して紹介する。

算数が大嫌いなロバートの夢に現れた「数の悪魔」による真夜中のレッスン。1や0のマジック、素数の謎、累乗と平方根、パスカルの三角形など、果てしなく不思議な数の世界を楽しむ本。98年刊の普及版。

力学、音、光、電流、磁界、熱エネルギーといった中学理科の物理学の学習内容を、著者が実践した生きた授業をもとに、豊富な写真を用いながら解説する。新学習指導要領に対応。

日本最大の湖、琵琶湖は、人間の活動による環境の変化で、いま調子をくずしつつある。「琵琶湖の医者」として湖を見守る科学者たちの研究を通して、現在の琵琶湖の姿に迫る!

CMやドラマで活躍する白い犬カイくんに、新しい家族が誕生しました! 生後40日のかわいい子どもたちと一緒に出かけた先は、初体験の海や温泉。カイくん一家の珍道中を、セリフ入りの写真で紹介します。

山々にかこまれた大きな湖、琵琶湖。そんな湖のほとりで、ひとりの猟師と出会いました。「里山」とよばれる空間をめぐる人と自然との共生の姿を追い続けてきた写真家による、私たちの未来への、しずかな願いと提言。

三重県立相可高等学校調理クラブの生徒たちが運営する「まごの店」。調理クラブの顧問で、現役高校教師の著者が、「まごの店」の教育を語る。『伊勢新聞』連載を大幅に加筆・修正し書籍化。

旭山動物園元飼育係の絵本作家が体験してきた、たくさんの生と死。残った自分は、どんなふうに生きて行くんだろう-。自身の半生を振り返りながら、命の尊さを語る。動物とともに生きた時間の、新しい意味が見えてくる一冊。

ホネのなかで血をつくる? 舌や鼻のなかにもホネがある? 鳥のホネはスカスカ? ひれのなかに指のホネが? ヘビやカメなどいろいろな動物のホネを紹介して、そのふしぎやひみつを解き明かします。

「絶対に、助ける!」 そんな決意をのせて空を飛ぶのがドクターヘリ。ひとつの命を救うために、多くの人々がそれぞれのベストをつくし、奮闘する。新米医師の目を通して、知られざる先端医療の世界を描くノンフィクション。

現役の橋、消えてしまった橋、美しい橋、珍しい橋、奇談怪談のこめられた橋…。水都・大阪を象徴する秘話をつむいだ全88橋のエピソードを、貴重図版とともに紹介。『産経新聞』大阪市内版の連載に書き下ろしを加えて書籍化。

ハート、四つ葉のクローバー、ソフトクリーム、富士山、かざぐるま、宇宙人…。トイレットペーパーを使ったおりがみの折り方をイラストで紹介。難易度とそれぞれの「紙言葉」も掲載。

親がリストラに遭い、野球が続けられるかわからない状態に。ユニフォームもボロボロで…。ガンと闘う球児のお母さん。息子からもらった手紙は…。高校野球の雑誌記者や編集者が取材で集めた、21の実話を収録。

心は鍛えるものではなく、整えるもの。いかなる時も安定した心を備えることが、常に力と結果を出せる秘訣だ…。誰もが実践できるメンタル術を、プロサッカー選手の長谷部誠がつづる。

写真家・海洋ジャーナリストの著者が、ウミガメやクジラに出会った尐年時代、研究者になろうと思っていた大学時代、はじめてのホエール・ウォッチングなど、海の生きものたちを相手にする仕事につくまでを綴る。

高校生が運営するレストラン「まごの店」は、開店前から行列ができ、2時間で230食が完売する。教師の心の教育と、夢を叶えた町の感動のストーリー。「まごの店」人気メニューのレシピも掲載。

ディズニーは人材教育の「しくみ」&「しかけ」の宝庫。部下、後輩など相手がどんな立場でも、チーム全員がリーダーになるような「人を育てる」法則を、ディズニーの教え方から学ぶ。

雨の日の子どもたち、夏草のパーティー、海のお城と尐年、青いワンピースの尐女…。季節の移り変わりを静かに見つめ、感じ、描いた、いわさきちひろの夏の作品を収録。

ダンゴムシ、アカトンボ、カブトムシ…。本物らしさを追いもとめた虫のおりがみ作品を、わかりやすいおり図とともに紹介。虫の写真、解説などを収めた図鑑ページも収録。

クラスメイトの創也の秘密を偶然知った僕、内人。その日から、塾通いに追われる退屈な生活が、がらりとかわった。創也といると冒険が向こうからやってくるんだ…。中学生コンビが活躍する新シリーズ。

謎の天才ゲームクリエイター、栗井栄太から届いた招待状。究極のゲーム作りをめざす創也は手がかりを追ってデパートへ。しかし、そこで待っていたものは…。創也の頭脳と内人の行動力は、彼のしかける挑戦に勝てるのか!?

文化祭に銀行強盗が乱入して大パニック。その陰に潜む新たなる敵、頭脳集団(プランナ)。究極のゲーム作りを目指す創也と内人は、その天才的頭脳とサバイバル能力を武器にしてこの事件に立ち向かう。

謎の美尐女が住むという幽霊屋敶。その秘密を解明するため、創也と内人は屋敶でロケを開始する。ロケ先で仕組まれた頭脳集団の罠から逃げ切れるのか? また、栗井栄太から新たな招待状がとどき、ゲーム政策競争にも新展開が!

海を見て、泣いた。涙が出た。もう、災害などないよう 人を流さないで…。(「海」より) 軽度の知的障害のある著者が、東日本大震災による避難所生活の中で毎日綴った400余編の詩から84編を厳選して収録。

2013年の理想都市「NO.6」。エリート居住区に住む12歳の紫苑は、特別警戒地域から逃走してきた尐年・自称ネズミと出会う。その瞬間、紫苑の人生はリセットされた。待つのは破滅…!?

近未来サバイバル小説第2弾。聖都市「No.6」のエリート候補生から一転犯罪者として逃亡中の紫苑。ネズミの言った「すべてを知ってもなおNo.6に帰りたいならオマエは敵だ」の真意は?

「NO.6」の研究員に連れ去られた沙布。ネズミはその事実を紫苑に隠す。彼らは成功率がほとんどない仲間の救出に向かうのか、それとも…? 疾走する近未来サバイバル小説第3弾。

マチトム史上最大のトリックの謎、ついに解明! 創也と内人の父も初登場。究極のゲーム作りを目指す創也とその夢を応援する内人が都会を舞台に繰り広げる、新・冒険ストーリー。書き下ろしコミックつき。

ついにベールを脱いだ大仕掛け。この謎をクリアできるのは誰か? 栗井栄太の最新ゲームに挑む! 究極のゲーム作りを目指す創也とその夢を応援する内人が都会を舞台に繰り広げる、新・冒険ストーリー。

内　　容　　（図書館流通センターのデータより引用）



生徒・保護者の皆様へ

10月11日

書　　　名 著　　者 ＮＤＣ 出版社

犬のおまわりさん  永森 裕二 913 竹書房（文庫）

魔女の宅急便　その5 　魔法のとまり木 角野栄子 913 福音館書店

魔女の宅急便　その6 　それぞれの旅立ち 角野栄子 913 福音館書店

ブレイブ・ストーリー　１　幽霊ビル 宮部みゆき 913 角川書店（つばさ文庫）

ブレイブ・ストーリー　２　幻界 宮部みゆき 913 角川書店（つばさ文庫）

尐年陰陽師　闇の呪縛を打ち砕け 結城 光流 913 角川書店（つばさ文庫）

尐年陰陽師　異邦の影を探しだせ 結城 光流 913 角川書店（つばさ文庫）

尐年陰陽師　鏡の檻をつき破れ 結城 光流 913 角川書店（つばさ文庫）

小説鋼の錬金術師　2 　囚われの錬金術師 荒川 弘 913 スクウェア・エニックス

小説鋼の錬金術師　3 　白い花の舞う谷 荒川 弘 913 スクウェア・エニックス

ぼくらと七人の盗賊たち 宗田 理 913 角川書店（つばさ文庫）

ぼくらの『最強』イレブン 宗田 理 913 ポプラ社

ぼくらの『第九』殺人事件 宗田 理 913 ポプラ社

ぼくらのデスゲーム  宗田 理 913 角川書店（つばさ文庫）

ぼくらの学校戦争 宗田 理 913 角川書店（つばさ文庫）

ぼくらの七日間戦争 宗田 理 913 角川書店（つばさ文庫）

ぼくらの大冒険 宗田 理 913 角川書店（つばさ文庫）

ぼくらの天使ゲーム  宗田 理 913 角川書店（つばさ文庫）

ゴーストハント 1 旧校舎怪談 小野不由美 913 メディアファクトリー

ゴーストハント 2 人形の檻 小野不由美 913 メディアファクトリー

ゴーストハント　3 　乙女ノ祈リ 小野不由美 913 メディアファクトリー

ロック　わんこの島　映画ノベライズ 水稀 しま 913 小学館（ジュニアシネマ文庫） 

神様のメモ帳　6 杉井 光 913 アスキー・メディアワークス（電撃文庫）

神様のメモ帳　7 杉井 光 913 アスキー・メディアワークス（電撃文庫）

黒魔女さんが通る!!　part0 　そこにきみがいなかったころの巻 石崎 洋司 913 講談社（青い鳥文庫）

黒魔女さんが通る!!　part12 　黒魔女さんのお正月 石崎 洋司 913 講談社（青い鳥文庫）

黒魔女さんが通る!!　part13 　黒魔女さんのバレンタイン 石崎 洋司 913 講談社（青い鳥文庫）

小説JIN-仁- 村上 もとか 913 集英社

小説JIN-仁-　龍馬、最期の日 村上 もとか 913 集英社

涼宮ハルヒの驚愕　後 谷川 流 913 角川書店(文庫）

涼宮ハルヒの驚愕　前 谷川 流 913 角川書店(文庫）

長年の恋を実らせ、とんぼさんと結婚したキキ。今では双子の子ども、ニニとトトも11歳になりました。お母さんになったキキ、お父さんになったとんぼさん。ニニとトト。それぞれに旅立ちを迎えます。シリーズ完結。

ワタルは理不尽な現世の運命を変えるため、十年に一度しか開かない要御扉（かなめのみとびら）を通って幻界への旅に出た。とかげ男キ・キーマや猫の女の子ミーナと、運命の塔を目指して旅を続けるが、幻界もまた、大きな危機をむかえていた。

運命を変えるため“幻界”にやってきたワタルは、5つの宝玉を集めながら、願いを叶える女神の住まう運命の塔を目指す冒険の旅に出る。ところが旅の途中で殺人犯にされてしまい…。勇気と感動のファンタジー。

りっぱな陰陽師になるため修行中の昌浩は、相棒の物の怪のもっくんと都をみまわっていたら、ある神社で真夜中に釘を打つ音がしているという噂を聞く。その正体は妖怪!? みならい陰陽師シリーズ第2弾。

愛沢健、２５歳独身。職業、警察官。東京都下の小さな町の派出所勤務。この町に赴任してきて２か月。健には、ある悩みがあった。「もう尐し警察官らしい仕事がしたい」?正義感に燃えてこの職に就いたはいいが、あまりにも退屈な日々。

もう10代も終わろうとしているのに、キキは何か物足りないのです。ついつい、いらいら、いらいら。大事な魔法も逃げていきそう。キキに再び心弾む、いきいきとした日はやってくるのでしょうか?

偶然、盗賊が盗んだ品を隠しているアジトを発見した、英治と相原たち。盗賊が盗品を老人に高く売りつけてもうけていると知り、盗品を奪い返し、貧しい人にバラまく計画を立てるが…。「ぼくら」シリーズ第4弾。

イタリアへサッカー留学した木俣が帰ってくるという。英治たちが引退して以来、N高のサッカー部はやめる者が続出していたため、木俣に戻ってほしいと英治たちは願っていたが…。

ひとみの通うミッションスクールの合唱グループの生徒7人に、おかしな手紙が届いた。「毎日ひとりずつ神のいけにえになってもらう」という文面の意味とは? 英治たち「ぼくら」は「第九」の合唱練習があやしいとにらむが…。

新しい校長・大村と担任・真田がやってきた。きびしい規則が次々と決められ、ぼくらは新担任と攻防戦を始める。ところが、真田に「殺人予告状」がとどき、純子の弟・光太が誘拐されてしまい…。「ぼくら」シリーズ第6弾。

時は平安、13歳の昌浩は大陰陽師・安倍晴明の末の孫。素質はすばらしいはずなのにまだまだ半人前で、よき相棒の物の怪にからかわれながら、修行にはげむ毎日。そんなとき、内裏が炎上するという騒ぎが起き…。

都で神隠しが起きているという噂を聞いた昌浩。そんななか、彰子が帝の后になることが決まる。しかし、彰子にかけられていた呪詛が動き出してしまった。昌浩は彰子を救おうとするのだが…。みならい陰陽師シリーズ第3弾。

辺境を走る列車の中、ロイ・マスタング大佐らと偶然再会したエルリック兄弟は連日のように起こる爆弾テロの捜査で東方司令部が大忙しであること、テロを防げない軍への市民の感情が悪くなっていることを聞く。

東部と南部の境界近くを旅していたエルリック兄弟は、錬金術師が治める町・ウィスタリアへ視察に行くことになる。「等価交換」を法とした平等で楽園のような町だが、なぜかエドワードは腑に落ちない。

高校1年生の麻衣は、取り壊すと必ず事故が起こると噂されている木造の旧校舎の調査に訪れた「渋谷サイキックリサーチ」の所長・ナルの手伝いをするはめになり…。全編にわたり入念なリライトを施した完全版。

瀟洒な洋館に住む一家を襲うポルターガイスト現象。悪意が渦巻く屋敶に向かったSPR一行を待ち受けていたのは、一人娘と会話を交わす人形だった…。全編にわたり入念なリライトを施した完全版。

SPRへの立て続けの依頼は、すべて女子高・私立湯浅高校からのものだった。尋常ではない数の異常現象を追うナルと麻衣の前に、何者かの邪悪な意志が立ちはだかり…。全編にわたり入念なリライトを施した完全版。

2000年8月の三宅島大噴火で、島外避難をすることになった野山一家だが、その矢先、愛犬のロックがいなくなって…。2011年7月公開の映画「ロック わんこの島」のジュニア向けノベライズ。

英治たちが卒業した学校が取り壊されると聞いて、ぼくらはそこを幽霊学校にする計画を立てる。ところが本物の死体を発見、凶悪犯が現れて…。ぼくらと悪い大人との大戦争が始まる! 「ぼくら」シリーズ第5弾

明日から夏休みという日、東京下町にある中学校の1年2組男子全員が姿を消した。事故? 集団誘拐? 実は彼らは廃工場に立てこもり、ここを解放区として、大人たちへの“叛乱”を起こしたのだった!

謎の転校生とUFOを見に行った英治たち。そこで、友だち2人がUFOに連れ去られたように消えてしまった。その背後には、宗教団体の悪だくみと埋蔵金伝説が。英治たちの大救出作戦が始まる! 「ぼくら」シリーズ第3弾。

「ぼくらの七日間戦争」で、教師や大人たちと戦った1年2組の面々は、またまた面白いことを計画した。それは、1日1回のいたずらをすること。名づけて“天使ゲーム”! 「ぼくら」シリーズ第2弾。

バレンタインは平和に過ごしたいチョコだが、大騒動が起こる予感。せっかく3級黒魔女になれたのに、修行しているひまはなさそう。なぞの「義理チョコ委員会」も暗躍し、5年1組のチョコ争奪戦はいよいよ決着?

現代の脳外科医・南方仁が、突如幕末の江戸へ投げ出された! 疫病で次々と人が死んでいくこの時代、仁は自らの知識と技術を駆使して患者を救う一方、坂本龍馬らと出会い、歴史の渦に巻き込まれていく。ノベライズ作品。

幕末の江戸にタイムスリップした現代の脳外科医・南方仁は、悩み惑い悪戦苦闘しながら多くの人々を救う。そして坂本龍馬暗殺に立ち会うことに…。コミック中盤?クライマックスの主要エピソードを原作とは違う視点から小説化。

ハルヒによるＳＯＳ団入団試験を突破する一年生がいたとは驚きだが、雑用係を押しつける相手ができたのは喜ばしいことこの上ないね。なのに、あの出会い以来、佐々木が現れないことが妙にひっかるのはなぜなんだ？

高校の文化祭が押し迫る晩秋、ラーメンはなまるにやってきたのは、チャイナマフィアの後継者兄妹。なんとミンさんの親戚だという。ミン父・花田勝の引き起こした事件をきっかけに、なぜか持ち上がるミンさんの縁談。

第7弾の依頼者はアイドル！？クリスマスが近づき、探偵事務所のそばにあるホームレス公園の改装工事が始まろうとしていた。そんなある日、事務所にやってきた依頼客は、なんと売り出し中のアイドル歌手。

「黒魔女さんが通る!!」シリーズのはじまりのお話。タイトルの由来や、ギュービッドさまの機関銃攻撃の秘密、ピンクのゴスロリの謎などが次々にあきらかに!

「黒魔女かるた」で大失敗してしまったチョコ。黒魔女しつけ協会から呼び出しがかかり、王立魔女学校の冬期講習に参加することに。いったいどんな授業がまってるの? ジャケット裏に「黒魔女適正テスト」つき。

長門が寝込んでいるだと？原因は宇宙人別バージョンの女らしいが、どうやらＳＯＳ団もどきのあの連中は俺に敵認定されたいらしい。やれやれ、勘違いされているようだが、俺もいい加減頭に来ているんだぜ？

内　　容　　（図書館流通センターのデータより引用）
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書　　　名 著　　者 ＮＤＣ 出版社

奇跡の犬コスモスにありがとう 中山　聖子 913 角川学芸出版

若おかみは小学生!　PART14  令丈 ヒロ子 913 講談社（青い鳥文庫）

若おかみは小学生!　PART15 令丈 ヒロ子 913 講談社（青い鳥文庫）

若おかみは小学生!　PART16 令丈 ヒロ子 913 講談社（青い鳥文庫）

犬やねこが消えた 井上こみち 916 学研

クレプスリー伝説　1 　殺人者の誕生 Darren Shan 933 小学館

クレプスリー伝説　2 　死への航海 Darren Shan 933 小学館

クローディアの秘密 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ 933 岩波書店（尐年文庫）

キャッチャー・イン・ザ・ライ J.D.サリンジャー 933 白水社

片腕のキャッチ Ｍ・Ｊ・アウク 933 フレーベル館

本だらけの家でくらしたら N.E.ボード 933 徳間書店

スパイガール アリー・カーター 933 理論社

スパイガール　episode2 　男子禁制! アリー・カーター 933 理論社

スパイガール　episode3 　セレブ警護! アリー・カーター 933 理論社

ユーウツなつうしんぼ アンドリュー・クレメンツ 933 講談社

愛をみつけたうさぎ ケイト・ディカミロ 933 ポプラ社

名探偵ホームズ恐怖の谷 コナン・ドイル 933 講談社（青い鳥文庫）

名探偵ホームズ最後の事件 コナン・ドイル 933 講談社（青い鳥文庫）

名探偵ホームズ三年後の生還 コナン・ドイル 933 講談社（青い鳥文庫）

アグリーガール ジョイス・キャロル・オーツ 933 理論社

トワイライト哀しき新生者 ステファニー・メイヤー 933 ヴィレッジブックス

僕らの事情。 デイヴィッド・ヒル 933 求竜堂

テメレア戦記 １ 気高き王家の翼 ナオミ・ノヴィク 933 ヴィレッジブックス

テメレア戦記 ２ 翡翠の玉座 ナオミ・ノヴィク 933 ヴィレッジブックス

リトル・トリー　普及版 フォレスト・カーター 933 めるくまーる

盗まれたコカ・コーラ伝説  ブライアン・フォークナー 933 小学館　 

クロニクル千古の闇 １ オオカミ族の尐年 ミシェル・ペイヴァー 933 評論社

クロニクル千古の闇 ２ 生霊わたり ミシェル・ペイヴァー 933 評論社

クロニクル千古の闇 ３ 魂食らい ミシェル・ペイヴァー 933 評論社

ふたりのロッテ エーリヒ・ケストナー 943 岩波書店（尐年文庫）

モモ ミヒャエル・エンデ 943 岩波書店（尐年文庫）

ノエル先生としあわせのクーポン シュジー・モルゲンステルン 953 講談社

おっこ、いよいよ魔界へ! でも、魔菓子で性格が変わっちゃったり、温泉旅館でもてなされたり、やっぱりトラブル続出で…。夜明けまでに、真月を助けられるの? 切り取って使えるしおり付き

戦争では、多くの犬やねこもぎせいになった。ひきさかれた人と動物の悲しみの記憶を求め歩いた著者がたどりついた事実とは…。第二次世界大戦の末期に本当にあった、飼い犬や飼いねこの「供出」のお話。

若き日のラーテン尐年は、ある事件をきっかけに殺人を犯す。そしてバンパイアと出会い、闇の世界に足をふみいれることに…。「ダレン・シャン」のキャラクター、ラーテン・クレプスリーの数奇な人生を描く。

師匠シーバーの元を飛び出したラーテン。彼に手をさしのべたのは、「荒野のレディー」ことエバンナだった。「ダレン・シャン」のキャラクター、ラーテン・クレプスリーの数奇な人生を描く。

耳の聞こえないまっ白な子犬コスモスを飼うことを決めた小学生の千紗と理久。障害のある1匹の子犬との出会いとふれあいを通して、家族のきずなを深めていく感動の物語。

鈴鬼が連れ戻されないよう、春の屋旅館で魔界の同窓会をすることにしたおっこ。ところが、新しく幹事になった死似可美との打ち合わせ中からトラブル続出で…。切り取って使える「特製らくがきしおり」付き。

鈴鬼を魔界へ連れ戻さないための、寺子屋同窓会がいよいよスタート。お客様が全員魔物でも、人間の姿でいて春の屋旅館から出なければ大丈夫だと思っていたおっこだが…。切り取って使えるポストカード付き。

好きなのに、言えない。だってあたしは-。一見お上品な女子校。じつはトップシークレットのスパイ学園? スゴイ能力の女子高生たちがくりひろげる恋のミッションとは!?

今度のミッションは、なんと男子スパイの卵といっしょ! 恋の相手は「スパイ男子」? ヤバい! だまされちゃう! スゴ腕の女子高生たちが集まるトップシークレットのスパイ学園ストーリー第2弾。

誘拐未遂事件が発生! 大物政治家の娘メイシーの警護にふりまわされるカミーは、さらなる危険に巻き込まれ…。スゴ腕の女子高生たちが集まるトップシークレットのスパイ学園ストーリー第3弾。

ノラはアメリカの小学校5年生。成績はCが1つに、あとはオールD。でも、実はIQ180以上の超天才! 彼女がわざと悪い点数をとった理由とは? そして、先生や両親、学校中の生徒たちに投げかけた波紋の行方は…?

尐女クローディアは、弟を誘って家出をします。行く先は、ニューヨークのメトロポリタン美術館。そこでこっそり生活するうちに、二人はミケランジェロ作とされる天使の像に惹かれ…。75年刊の新版。

不朽の青春文学「ライ麦畑でつかまえて」が、村上春樹の新しい訳を得て、40年ぶりに生まれ変わる。ホールデン・コールフィールドが永遠に16歳でありつづけるのと同じように、読者の中にいつまでも留まる小説。

第二次世界大戦が終わったばかりのアメリカ。11歳の尐年ノーマンは事故で左手を失った。だが、もう一度野球をするために人知れず練習し…。実話をもとにした、感動のストーリー。

ファーンのおばあさんの家は、どこもかしこも本だらけ! そのなかで、1冊の本を見つけるには…? ふしぎがいっぱい、しかけがいっぱいの楽しい物語。

人気者の高校生マットが無実の罪で、校内で孤立してしまう。その窮地を救うのは、自らを「アグリーガール」と呼ぶ尐女の勇気と愛だった。哀しくも温かい、青春ラブストーリー

人間だったときの記憶はおぼろげだ。覚えているのは“あの女”に吸血鬼にされたときの燃えるような痛みだけ?。ひとりのヴァンパイアの切ない運命を描いたベストセラー・シリーズ外伝。

15歳の尐年ネイサンが語る、親友サイモンとの日々。筋ジストロフィーで車椅子生活を送るサイモンはクラスの人気者。しかしその病気は死にいたる病。次第に衰えていく親友に、戸惑うネイサン…。ニュージーランド発青春小説。

テメレア、それは誉れ高きドラゴン。漆黒の翼をはためかせ、この世に舞い降りた。清廉なる海軍将校ローレンスと深き絆を結びしその竜は、高貴なる血がため、苛烈な戦いへと赴く宿命にあった…。壮大なる歴史ファンタジー。

持ち主の女の子に愛されていても、自分は誰も愛していない陶器のうさぎエドワード。女の子とはぐれ、エドワードの果てしない心の旅が始まる…。「ねずみの騎士デスペローの物語」の著者がつづる、感動の物語。

ホームズのもとに届いた暗号文が予告していた通りの殺人事件が発生。800年前に建てられた古い屋敶で起った謎の惨劇には、おそろしい過去が隠されていて…。

シャーロック・ホームズをして「犯罪史上最大の悪党」と言わしめたモリアーティ教授。不気味なまでに自信をみなぎらせて挑みかかってくる悪魔との、命を賭けた戦いの幕が開く…。表題作を含む全4篇を収録した短編集

宿敵モリアーティ教授の魔の手にかかり命を落としたはずのホームズが、ある日突然ワトソンの前に姿を現した。彼はどのようにして奇跡の生還を遂げたのか? 「帰ってきたホームズ」ほか全4篇を収録した短編集。

人間の魂を罠にかけるという「魂食らい」が、トラクの大切な弟、オオカミのウルフをさらっていった。トラクとレンは、ウルフを追って凍りつく極北の地へ足を踏み入れる。ふたりが知った衝撃の事実とは? シリーズ第3弾。

おたがいを知らずに別々の町で育った、ふたごの姉妹ルイーゼとロッテ。ある夏、スイスの林間学校で、ふたりは偶然に出会います。父と母の秘密を知ったふたりは別れた両親を仲直りさせるために、大胆な計画をたてるのですが…。

町はずれの円形劇場あとにまよいこんだ不思議な尐女モモ。町の人たちはモモに話をきいてもらうと、幸福な気もちになるのでした。そこへ「時間どろぼう」の男たちの魔の手が忍び寄り…。再刊。

美しき成竜となったテメレアは、数々の困難に耐えながら、故郷の地・中国を目指す。テメレアの行く手に待ち受けるのは、中国皇帝の謀略か、愛する者との別れか-? 壮大なる歴史ファンタジー第2弾。

チェロキーの尐年、リトル・トリーの目を通して語られる優しさと痛みとユーモアに満ちた、心に沁みる物語。環境、家族の絆、人種差別、人間関係等に真摯な目を向け、シンプルで力強く描かれた小さな古典。91年刊の普及版。

世界一有名なソフトドリンク、コカ・コーラ。そのレシピが盗まれた! どんなソフトドリンクでも、ひと口飲めば銘柄をあてられる特技を持った尐年フィザーが、事件に立ち向かうが…。

紀元前4千年の森。巨大なクマの姿をした悪霊に襲われた父との誓いを守り、精霊の山を探す旅に出たトラク。道連れは、生まれて間もない子オオカミのウルフ。案内役とは? 精霊に捧げるナヌアクとは? いよいよ冒険が始まる!

小学校最終学年の担任の先生が太ったおじいさんのノエル先生なんてちっともウキウキしない。でも先生は「学校を1日サボる券」「授業中にねる券」などふしぎな券をくれた。おかげでなんだかぼくらは学校が好きになってきて…。

新着図書展示会　10月17日（月）、18日（火）　実施

内　　容　　（図書館流通センターのデータより引用）

運命の糸はトラクを新たな冒険へと導く。紀元前4千年の太古の世界を舞台に、ひとりの尐年が恐るべき悪の力に立ち向かう。彼をねらう「魂食らい」とは? はなればなれになった子オオカミ・ウルフの行方は? シリーズ第2弾。


