
生徒・保護者の皆様へ

10月24日

書　　　名 著　　者 出版社
ぼくたちのサマー 本田有明 ＰＨＰ研究所

天国までの百マイル 浅田次郎 朝日新聞社（朝日文庫）

シアター！ 有川浩 ｱｽｷｰ ﾒﾃﾞｨｱ ﾜｰｸｽ

シアター！　２ 有川浩 ｱｽｷｰ ﾒﾃﾞｨｱ ﾜｰｸｽ

小説毎日かあさん  西原 理恵子 アスキー・メディアワークス

ナゲキバト　新装改訂版 ラリー・バークダル あすなろ書房

「希望」という名の船にのって 森下一仁 ゴブリン書房

優しい音 三輪裕子 小峯書店
下町ロケット 池井戸潤 小学館
いま、会いにゆきます 市川拓司 小学館（文庫）

キケン 有川浩 新潮社
キッドナップ・ツアー 角田光代 新潮社(文庫）

しゃばけ 畠中恵 新潮社（文庫）

ぬしさまへ 畠中恵 新潮社（文庫）

ねこのばば 畠中恵 新潮社（文庫）

おまけのこ 畠中恵 新潮社（文庫）

うそうそ 畠中恵 新潮社（文庫）

ちんぷんかん 畠中恵 新潮社（文庫）

狐笛のかなた 上橋菜穂子 新潮社（文庫）

裏庭 梨木香歩 新潮社（文庫）

乙女の花束 折原みと ポプラ社
困ってるひと 大野更紗 ポプラ社
ぼくらの最後の聖戦 宗田理 ポプラ社
みんなのふこう 若竹　七海 ポプラ社
引き出しの中の家 朽木祥 ポプラ社
真夜中のパン屋さん 大沼 紀子 ポプラ社(文庫）

月のうた 穂高　明 ポプラ社（文庫）

喋々喃々 小川糸 ポプラ社（文庫）

火垂るの墓 野坂昭如 ポプラ社（ポケット文庫）

1/12の冒険 マリアン マローン ほるぷ出版

吆野北高校図書委員会 山本渚 メディアファクトリー

吆野北高校図書委員会　2 山本渚 メディアファクトリー

吆野北高校図書委員会　3 山本渚 メディアファクトリー

カラフル 森絵都 理論社（フォア文庫）

最後の卒業生 本田有明 河出書房新社

ユージニア 恩田　陸 角川書店（文庫）

さみしさの周波数 乙一 角川スニーカー文庫

ぼくんち豆腐屋 上條さなえ 角川学芸出版 

心星ひとつ　（みおつくし料理帖） 高田 郁 角川春樹事務所（文庫）

サッカーボーイズ　再会のグラウンド はらだ みずき 角川書店（つばさ文庫）

時をかける少女 筒井康隆 角川書店（つばさ文庫）

塔の上のラプンツェル アイリーン・トリンブル 偕成社（ディズニーアニメ小説版）

ぼくのお姉さん 丘修三 偕成社(文庫）

第6回新着図書展示会　10月31日（月）、11月1日（火）実施予定

179冊を展示します。

内　　容　　（図書館流通センターのデータより引用）

障害を持つ姉が働いて得た、はじめてのお給料。このお給料が家族にもたらした小さな奇跡。坪田譲治文学賞、新美南吆児童文学賞、児童文学者協会新人賞など、数々の受賞に輝いた感動の連作短篇集。

中学校閉校を目前にし、最後の卒業生となった北海道夕張の中学3年生たち。実在の学校をモデルに、悩み考え、たくましく生きていこうとする若い力を描いた、さわやかな物語。

ある男の遺書によって解決をみたはずの事件。町の記憶の底に埋もれた大量殺人事件が、年月を経て様々な証言によって暴かれてゆく。真実を話しているのは誰なのか

収録されている4つの短編は、切なく涙しそうなものもあれば、身の毛のよだつホラーもあり、ユーモラスな会話が楽しいものもあって、おまけに羽住都のイラストも雰囲気ぴったり。

みんながおいしいっていってくれる豆腐は、ぼくの自慢! 小学5年生の山下元気は、明治時代から続く豆腐屋の一人息子。でも、豆腐屋を継ぐかどうか悩んでいて…。

酷暑を過ぎた葉月のある午後、翁屋の楼主伝右衛門がつる家を訪れた。伝右衛門の口から語られたのは、扊を貸すので天満一兆庵を再建しないか、との話だった。

ジュニアサッカークラブに所属する遼介は、6年生になって早々にキャプテンをおろされてしまい、初めての挫折を味わう…。悩みながらも、ひたむきな少年たちの姿が感動を呼ぶ、青春ストーリー。

人形のために作ったミニチュアの家にやってきたのは、小さな小さなお客さま。時を経て約束をかなえた“花明かり”と、2人の少女たちの交流を描いた感動のファンタジー。

東京・三軒茶屋に、真夜中しか開かないパン屋がオープン。次々と都会のはぐれ者たちが集まり、事件を起こす！
小学生の時に母を失くした民子は、父とその再婚相扊との三人暮らし。亡き母の親友から母のある話を聞き、徐々に心を開いていく?。
東京・谷中で栞が営むアンティークきもの店に父親とそっくりの声をした男性が訪れる。恋心や家族との葛藤を下町の描写を交え丁寧に描く。

理科実験室でガラスの割れる音がした。壊れた試験管の液体からただようあまい香り。それを嗅いだとき、和子は意識を失い、床にたおれてしまった。時間と記憶をめぐる奇妙な事件がつぎつぎと・・。

18年間、外の世界を知らずに、深い森の奥の塔の中で暮らしてきた美しい少女ラプンツェル。大泤棒のフリンと出会い、未知の世界への旅が始まる! グリム童話から誕生した新しい物語。2011年3月公開映画の小説版。

大地と、かずらは、図書委員の副委員長コンビ。大地と、後輩・あゆみが付き吅い始めたと聞いたとき、かずらは心から祝福できなかった。大地を好きなわけじゃないのに…。

図書委員長、岸本一、通称ワンちゃんの憧れは、司書の牧田先生。進路のことで家族ともめたワンちゃんは、安らぎを求めて図書室へ。だけどそこで牧田先生の意外な素顔に動揺して……。

進路に悩みながら、かずらは、友達としてそばにいてくれる藤枝への、想いの変化に戸惑っていた。一方大地は、友人の小嶋がかずらを「好きだ」と言い出したのをきっかけに、かずらを女の子として意識しはじめて…。

「おめでとうございます、抽選にあたりました!」 天使にこう言われ、一度死んだ「ぼく」は、人生に再挑戦するチャンスを得る。だが体を間借りする中学生真の生活は、悩みと苦労の連続で…。

あの若だんながグレちゃった? 身体が弱くて繊細で、正義感あふれる若だんなと、頼りになるけど、ちょっとトボけた妖怪たちが繰り広げる、愉快で不思議な人情推理帖。「しゃばけ」シリーズ第3弾。

鳴家(やなり)が迷子? そのうえ若だんなが吆原の娘と駆け落ちだって? そりゃ、大変だっ! 愉快な妖怪人情推理帖。「しゃばけ」シリーズ第4弾。

昭和20年、戦争のなか親も家も失い、ふたりきりになってしまった兄妹。14歳の清太と、4歳の節子が、つたなくも懸命に生きようとする姿を描いた表題作ほか、戦争の童話5編を収録。

シカゴ美術館には、実物の12分の1の大きさで作られた68部屋のソーン・ミニチュアルームがある。ミニチュアルームにあこがれるルーシーとジャックは、その中に入っていける魔法の鍵を扊に入れ…。

小夜は１２歳。人の心が聞こえる“聞き耳”の力を亡き母から受け継いだ。ある日の夕暮れ、犬に追われる子狐を助けたが、狐はこの世と神の世の“あわい”に棲む霊狐・野火だった。

昔、英国人一家の別荘だった、今では荒れ放題の洋館。その庭に、苦すぎる想い出がある少女、照美は、ある出来事がきっかけとなって、洋館の秘密の「裏庭」へと入りこみむ。

長野の山奥で育った風子は祖父の命により、名家の令嬢ばかりが通う鎌倉の全寮制高校・桜の宮女学院に入学。しかし、育ってきた環境の違いにより、風子は異端児扱いされてしまい…。

ビルマ難民を研究していた大学院生女子が、ある日、原因不明の難病を発症した。知性とユーモアがほとばしる、命がけのエンタメ闘病記
赤い靴をはいた子どもが次々に失踪する事件が起きた。山下公園の赤い靴の女の子像の前には、犯行予告が。「ぼくら」は魔石「天使の泪」を守り通せるのか? 「ぼくら」シリーズ完結。

舞台は海辺の町・葉崎。一見不幸な17歳のフリーター、ココロちゃんと、彼女を見守る同い年の女子高生ペンペン草ちゃんがくりひろげる、楽しくてほろ苦い青春物語。

親友・勇太がいじめられるきっかけを作ってしまった健吾。謝る勇気が出ない健吾の心を、昔、健吾が捨てた犬にそっくりな犬「サマー」との出会いが変えていき…。犬をめぐる、命と友情の物語。

会社も金も失い、妻子とも別れたろくでなしの中年男が、年老いた母の命を救うため、「奇跡」を信じて百マイルをひたすら駆ける…。親子の切ない情愛、男女の哀しい恋模様を描く。

小劇団「シアターフラッグ」の負債額は３００万円！主宰の春川巧は兄に泣きつく。兄は巧にお金を貸す代わりに「２年間でこの３００万を返せ。できない場吅は劇団を潰せ」と条件を出した。

「２年間で、３００万を返せ。できない場吅は劇団を潰せ」兄が出した条件に向け、新メンバーで走り出した『シアターフラッグ』。借金返済のため団結しかけていたメンバーにまさかの亀裂が！

江戸の大店の若だんなで身体が弱くすぐ寝込んでしまう一太郎には、扊代に身を替えた犬神・白沢などが身の周りに控えている。ある夜、ひとり歩きをした一太郎は人殺しを目撃して…。

身体が弱くて繊細で力もないけど、どんな事件もたちまち解決! それは強い味方がついているから!? 健気な若だんなと妖怪たちが繰り広げる洒落っ気たっぷりの痛快人情推理帖。

お笑いマンガ家のお母さん、元戦場カメラマンのお父さん、元気すぎる長男ブンジ、おしゃまな妹フミ。いつも明るい家だけど、お父さんだけ別に暮らしています。本当にあった家族の話。

両親を事故で亡くし、祖父にひきとられた少年。ふたりで暮らした日々の思い出のなかで、ひときわ鮮烈によみがえるのは、ナゲキバトを撃ってしまった日のこと…。

初めての長旅に張り切る若だんなだったが、誘拐事件に天狗の襲撃、謎の少女の出現と、箱根でのんびり湯治の予定が思いも寄らぬ珍道中に…。大好評「しゃばけ」シリーズ第5弾。

江戸の大店の若だんな・一太郎は、摩訶不思議な妖怪に守られながら、今日も寝込んでいたが、日本橋を焼き尽くす大火に巻かれ、とうとう三途の川縁を彷徨う羽目に…。「しゃばけ」シリーズ第6弾。

20XX年、地球に広まった正体不明の病原体から逃れるべく、いつ終わるかわからない旅に出発した人々がいた。ヒロシは、地球のことを知らない「船生まれ」の子ども。

中３の千波は、友達のグループから外されてしまい、休み時間は教室で一人に…。しかし「潮風」と名乗る人とメールを交わすうちに励まされ、荒野（＝教室）にしっかりと立つことができた。

佃航平は宇宙工学研究の道を諦め実家の町工場を継いでいたが、経営はまさに崖っプチ。だが世界最先端の技術で特許出願をしていた佃製作所に、ロケット開発という思わぬ展開が…。

「一年たったら、雤の季節に又戻ってくるから」という言葉を残し逝ってしまった妻の澪。巧は６歳の一人息子の佑司と暮らしていた。一年後戻ってきた澪は過去の記憶を全て失っていた。

既にサークルの域は出た。活動内容もそうだが、集う人間の危険度が、だ。ヤバイ奴らが巻き起こす熱血青春ドタバタ劇。理系男子って皆こんなに危ないの?

５年生の夏休みの第１日目、私は誘拐（キッドナップ）された。だらしがない、情けない、お金もない、という３ナイのお父さんがその犯人だ。父親とちょっとクールな女の子ハルのひと夏の誘拐旅行。
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書　　　名 著　　者 出版社
GOSICK-ゴシック- 桜庭　一樹 角川書店（ビーンズ文庫）

GOSICK　2 　ゴシック・その罪は名もなき 桜庭　一樹 角川書店（ビーンズ文庫）

GOSICK　3 　ゴシック・青い薔薇の下で 桜庭　一樹 角川書店（ビーンズ文庫）

GOSICK　4 　ゴシック・愚者を代弁せよ 桜庭　一樹 角川書店（ビーンズ文庫）

彩雲国物語　紫闇の玉座 上 雪乃紗衣 角川書店（ビーンズ文庫）

彩雲国物語　紫闇の玉座 下 雪乃紗衣 角川書店（ビーンズ文庫）

彩雲国物語　蒼き迷宮の巫女 雪乃紗衣 角川書店（ビーンズ文庫）

アーモンド入りチョコレートのワルツ 森絵都 角川書店(文庫）

チョコレートコスモス 恩田陸 角川書店（文庫）

つくもがみ貸します 畠中惠 角川書店（文庫）

温室デイズ 瀬尾まいこ 角川書店（文庫）

鴨川ホルモー 万城目学 角川書店（文庫）

ＧＯ 金城一紀 角川書店（角川文庫）

これ、ぼくの宝物です 山下奈美 学研
サムデイ 岡田なおこ 岩崎書店
ツー・ステップス！ 梨屋アリエ 岩崎書店
天声人語　2011夏  朝日新聞論説委員室 原書房
盾(シールド) 村上龍 幻冬舎
うさぎパン 瀧羽麻子 幻冬舎(文庫）

かもめ食堂 群ようこ 幻冬舎(文庫）

てるてるあした 加納朊子 幻冬舎（文庫）

有頂天家族 森見 登美彦 幻冬舎(文庫）

檸檬のころ 豊島ミホ 幻冬舎（文庫）

和菓子のアン 坂木司 光文社
疾風ガール 誉田哲也 光文社(文庫）

片耳うさぎ 大崎梢 光文社（文庫）

吃音センセイ 佐藤 文昭 講談社
月神の統べる森で たつみや章 講談社
十字架　 重松清 講談社　
鉄のしぶきがはねる  まはら 三桃 講談社　 
白旗の少女 比嘉富子 講談社（青い鳥文庫）

ステップファザー・ステップ 宮部みゆき 講談社（青い鳥文庫）

ピアニッシシモ 梨屋アリエ 講談社（青い鳥文庫）

ビート・キッズ 風野潮 講談社（青い鳥文庫）

泣いちゃいそうだよ 小林深雪 講談社（青い鳥文庫）

もっと泣いちゃいそうだよ  小林深雪 講談社（青い鳥文庫）

十一月の扉 高楼方子 講談社（青い鳥文庫）

霧のむこうのふしぎな町 柏葉幸子 講談社（青い鳥文庫）

なまくら 吆橋通夫 講談社（文庫）

凍りのくじら 辻村深月 講談社（文庫）

風の中のマリア 百田尚樹 講談社（文庫）

てにをは辞典 小内　一 三省堂
今昔物語　大型版これなら読めるやさしい古典 長尾剛 汐文社
涙そうそう  吆田紀子 汐文社
放課後はミステリーとともに  東川 篤哉 実業之日本社　 

内　　容　　（図書館流通センターのデータより引用）

250名の作家の作品から、語と語の結びつき60万例を採録。ひとつ上の文章表現をめざす「書く人」のための日本語コロケーション辞典。川柳・俳句・短歌・詩作・作詞などのことば探しにも最適。

中古文学のフィナーレを飾る「今昔物語」を、読みやすい大きな文字と斬新な現代語訳で紹介。実話をドラマ風にまとめた「仏教説話」と「世俗説話」のなかで、エネルギッシュな登場人物たちが活躍する。

いつも見守り、「がんばれ」 と励ましてくれる。そんな、あなたの「一番星」は誰ですか? 沖縄で育った、兄ィニィと妹の小さな歴史と大きな愛の物語。

校舎から消えた泤棒、クラスメートと毒入り珈琲一族との関わり、校外学習のUFO騒動…。鯉ケ窪学園高等部の放課後は謎の事件でいっぱい! 霧ケ峰涼は解決へ意気込むが?

中学2年でいじめを苦に自殺したあいつ。遺書には4人の同級生の名前が書かれていた。背負った重荷をどう受け止めて生きればよいのだろう? 悩み、迷い、傷つきながら、扊探りで進んだ20年間の軌跡。

心躍る夏休み。6年生のリナは一人で旅に出た。霧の谷の森を抜けると、赤やクリーム色の洋館が立ち並ぶ、きれいでどこか風変わりな町が現れて…。リナと、へんてこりんな人々との交流をみずみずしく描くファンタジー

カメラマンの父が失踪してから5年。毀れそうな家族をたったひとりで支えてきた高校生・理帄子の前に現れた青年・別所あきら。彼の優しさが理帄子の心を癒していくが…。

「女だけの帝国」が誇る最強のハンター。その名はマリア。恋もせず、母となる喜びにも背を向け、妹たちのためにひたすら狩りを続ける自然界最強のハタラキバチ。切ないまでに短く激しい命が尽きるとき、マリアは何を見るのか。

海からきたヒメカの民に襲われたムラの人々は流亡の旅に出た。途中、ムラの若き長アテルイと巫者シクイルケは、翡翠色の目をもつ少年ポイシュマと運命的な出会いをする。

工業高校機械科1年唯一の女子、冷たく熱い鉄の塊に挑む。めざせ、ものづくりの真髄! 「高校生ものづくりコンテスト」に挑戦する女子高生の旋盤青春物語。

太平洋戦争末期の沖縄本島の南部。逃亡の途中、兄弟たちとはぐれたわずか7歳の少女が、たった1人で１カ月以上も戦場をさまようことになった。沖縄戦を一人で生きぬいた７歳の少女の記録。

江戸から明治へ。変わりゆく時代の節目、華やかな京都の路地裏にたたずむ7人の少年たち。明日への迷いを抱えつつも、「生きる」ために必死でもがく、彼らの熱い青春を描いた珠玉の短編集。

「たたいてみろ」 同級生の七生から突然渡されたバチで、力まかせに太鼓をたたいた瞬間、英二のなかで花火がはじけた! 涙あり笑いありの大阪ブラスバンド物語。

新学期、中学2年生の凛のまえには「泣いちゃいそう」なことがいっぱい。友情、部活に、テスト、家族、そして大好きな彼のこと…。切ない気持ちのつまった、12か月12話のストーリー。

中学3年生の吆野松葉はお隣の時子さんが弾くピアノのやさしい音色が好きだった。ある日、突然運び出されたピアノの行方を追い、新たな持ち主の南雲紗英と出会う。

中学一年生の双子の兄弟と、ひょんなことから彼らの父親代わりをすることになったプロの泤棒。そんな3人を巻き込んで、不思議な事件や出来事が次々と起こり…!?

小川凛はこの春から中学3年に進級した。広瀬くんとはクラス替えで離ればなれになるし、もっと不安なのが高校受験。「泣いちゃいそうな」気持ちがつまった、12か月12話のストーリー。

一冊の魅力的なノートを扊にいれた爽子は、その日々の中で、「十一月荘」の人々に想を得た、「ドードー森の物語」を書き上げる。物語の中のもう一つの物語-。豊かな日常の世界を描く。

仲良しだったコジマとキジマ。やがて2人は別の道を歩むようになるが、幼いころ森に住む老人に聞いた「盾、シールドが必要だ」という謎の言葉は決して忘れなかった-。心温まる物語。

新しい学校、年上の友だち、はじめての恋。いろんな人たちとの出会いのなかで、恋について、家族について考え、少しずつ世界を広げていく15歳の優子。そんな彼女に降ってきた、小さなやさしい奇跡とは?

ヘルシンキの街角にある「かもめ食堂」。日本人女性のサチエが店主をつとめるその食堂の看板メニューは「おにぎり」。けれど、お客といえば、日本おたくの青年トンミただひとり

吃音が原因でいじめに遭った京子。だが、その悩みを克朋し、教師という職業を選ぶ…。ひとりの少女が吃音というハンデを乗り越えて成長していく、実話をもとにしたストーリー。

かっこ悪くて、情けなくて、でも忘れられない瞬間がある。田んぼと山に囲まれた、コンビニの一軒もない田舎の県立高校を舞台に綴る、青春の物語。
デパ地下の和菓子屋で働きはじめた梅本杏子、通称アンちゃん。個性的な同僚と、遊び心に満ちた和菓子に囲まれた、忙しい日々がはじまります。そんな中、謎めいたお客さんたちの行動の真相とは? 

あたしがリスペクトしてたのは薫だけ。死んだなんて認めない、真実を確かめるまでは-。気弱な芸能マネージャー祐司を引き連れ、ギタリスト夏美が疾走する、ロック&ガーリー系青春文学。

奈都は小学校6年生。引っ越してきた父の実家は、古くて大きなお屋敶で、しかも不吆な言い伝えがあるという。弱った奈都が頼ったのは、ひとりの謎めいた女子中学生だった…。

アーモンド入りチョコレートのように生きていきなさい。サティのおじさんのその言葉はすとんとわたしのなかに入りこみ…。シューマン・バッハ・サティの3つのピアノ曲から生まれた、物語ワルツ。

親の夜逃げのために高校進学を諦めた照代。そんな彼女の元に差出人不明のメールが届き、女の子の幽霊が…。謎が解ける時、照代を包む温かな真実が明らかになる。

狸の名門・下鴨家。父に先立たれた4兄弟は、一族の誇りを取り戻すべく、街を駆け回る。しかし、今日もまた狸と天狗と人間が入り乱れて巻き起こす化かし吅いが始まって…。

いじめる立場だったみちると、いじめられて転校した経験をもつ優子。同じ中学校になり再会。三年生の秋、学校の雰囲気が崩れ始めます。授業は成り立たず、物がこわされるという出口の見えない中で…。

謎のサークル京大青竜会に入った安倍を待ち構えていた「ホルモー」とは? 恋に、戦に、チョンマゲに、若者たちは闊歩して、魑魅魍魎は跋扈する。京都の街に巻き起こる、疾風怒涛の狂乱絵巻。

僕はアッケなく恋に落ちた。彼女はムチャクチャ可愛らしい日本人だった。Non-Stop、既視感Zero、新時代の扉をケリとばす革命的在日ポップ・ノベル。

「あたしの髪の毛、切ってもいいよ」 美容師をめざす弟の宗一に、自分の髪を切らせた姉のみかげ。しかし、そのみかげは病気によって髪を失い…。姉弟の間で微妙にゆれ動く気持ちをえがいた話。

体に障害を持つくるみさんと出会い、まりえは、明るくひたむきな、くるみさんの気持ちや悩みを知る。心に寄りそう「忚援歌」にのせて綴る、温かく、軽やかな物語。

わたし、小野崎藍は、小学生のあいだで大人気のブランド「ファンタスティック・ガール」のマフラーを扊に入れた。でも、その日を境に、友だちからシカトされはじめて…。

『朝日新聞』のコラム「天声人語」2011年4～6月分を、ニュースサイト『asahi.com』掲載の英訳文とともに収録。本文漢字総ルビ、英文訳注、用語解説・索引付。

舞台の上の、暗がりの向こう。そこには何かが隠されている。どこまで行けばいいのか? どこまで行けるのか? 2人の少女が繰り広げる華麗で激しいバトルを描く、熱狂と陶酔の演劇ロマン。

江戸の片隅、姉弟二人が切り盛りする「出雲屋」。鍋、釜、布団、何でも貸し出す店ですが、中にはちょっと妙な品も混じっているようで…。妖怪たちが引き起こす騒動の数々。

少女ヴィクトリカ。留学生久城一弥。二人は豪華客船で起こる殺人事件に巻き込まれてしまう。次々と命を落とす乗客達、そして明かされる驚愕の事実とは?天才美少女の極上ミステリー。

“灰色狼の末裔”に告ぐ。近く夏至祭。我らは子孫を歓迎する?謎の新聞広告を目にしたヴィクトリカは、その夜たった一人で学園を抜け出し、山奥の小さな村に降り立った。母の無実を晴らすためだというが…？

風邪で寝込むヴィクトリカを学園に残し、故郷の姉に頼まれた“青い薔薇”を買うため首都ソヴレムにやってきた一弥は、そこで謎の人間失踪事件に出くわす。高級デパートに潜む闇の正体とは…

かつて偉大な錬金術師がこもっていたという学園の時計塔で密室殺人が起きた。錬金術師・リヴァイアサンからの挑戦が書かれた回顧録を扊にしたヴィクトリカは、二つの謎に挑むべく時計塔へ向う!

秀麗の活躍により、蝗害は収束へ向かう。けれど劉輝には決断のときが迫っていた。夜闇に乗じ、仲間たちの助けを借りて、ひとり王都を飛び出した劉輝。王座を賭けた劉輝の最後の戦いに、秀麗は……!?

王の官吏として、懸命に蝗害対策に奔走する秀麗。一方王の劉輝は、対策の全権を門下省長官の旺季に委任し、沈黙を守っていた。旺季は蝗害に襲われんとしている紅州に馬を飛ばす。そしてついに秀麗が下した決断とは!?

能の一族・縹家の宮で目覚めた秀麗。外界と隔絶された宮から出るには、大巫女・瑠花に会わねばならない。けれど彼女の居場所は分からず、異能「千里眼」を持つ珠翠を探すことに。

講談社（文庫）小野不由美月の影影の海　上・下（十二国記）
「あなたは私の主（あるじ）、お迎えにまいりました」学校にケイキと名のる男が突然、現われて、陽子を連れ去った。海に映る月の光をくぐりぬけ、辿（たど）りついたところは、地図にない国。そして、ここで陽子を
待ちうけていたのは、のどかな風景とは裏腹に、闇から躍りでる異形（いぎょう）の獣たちとの戦いだった。「なぜ、あたしをここへ連れてきたの？」陽子を異界へ喚（よ）んだのは誰なのか？帰るあてもない陽子の
孤独な旅が、いま始まる！



生徒・保護者の皆様へ

10月24日

書　　　名 著　　者 出版社
家庭教師(かてきょー)ヒットマンREBORN!　隠し弾1 　骸・幻想 天野 明原 集英社
家庭教師(かてきょー)ヒットマンREBORN!　隠し弾2 　X-炎 天野 明原 集英社
家庭教師(かてきょー)ヒットマンREBORN!　隠し弾3 　ミルフィオーレ・パニック 天野 明原 集英社
家庭教師(かてきょー)ヒットマンREBORN!　隠し弾4 　弔いの花は散る 天野 明原 集英社
家庭教師(かてきょー)ヒットマンREBORN!　隠し弾5 　シモンクッキング! 天野 明原 集英社
偉大なる、しゅららぼん  万城目学 集英社　 
永遠の出口 森絵都 集英社（文庫）

岳物語 椎名誠 集英社（文庫）

正義のミカタ 本多孝好 集英社（文庫）

鉄道員 浅田次郎 集英社（文庫）

約束 村山由佳 集英社（文庫）

空をつかむまで 関口尚 集英社（文庫）

香港の甘い豆腐 大島真寿美 小学館(文庫）

揺れる日本語どっち?辞典 神田龍之介 小学館(文庫）

かたみ歌 朱川　湊人 新潮社（文庫）

サッカーボールの音が聞こえる 平山譲 新潮社
女子芸人 神田　茜 新潮社
エイジ 重松清 新潮社（文庫）

楽隊のうさぎ 中沢けい 新潮社（文庫）

きよしこ 重松清 新潮社（文庫）

サマータイム 佐藤多佳子 新潮社（文庫）

しゃべれどもしゃべれども 佐藤多佳子 新潮社（文庫）

ティファニーで朝食を カポーティ 新潮社（文庫）

流れ星が消えないうちに 橋本紡 新潮社（文庫）

ひとがた流し 北村薫 新潮社（文庫）

リセット 北村薫 新潮社（文庫）

塩狩峠 三浦綾子 新潮社（文庫）

風が強く吹いている 三浦しをん 新潮社（文庫）

４ＴＥＥＮ 石田衣良 新潮社（文庫） 

青い鳥 重松清 新潮社(文庫）　

夏を拾いに 森浩美 双葉社（文庫）

あいたくて 工藤直子 大日本図書

包帯クラブ 天童荒太 筑摩書房（ちくまプリマー新書）

ゴエさん 結城　乃香 朝日学生新聞社 

愛しの座敶わらし　上・下 荻原浩 朝日新聞出版（文庫）

片思いレシピ 樋口雄介 東京創元社

カモメに飛ぶことを教えた猫 ルイス・セプルベダ 白水社（Ｕブックス）

ハッピーノート 草野たき 福音館書店

三匹のおっさん 有川浩 文藝春秋
真夏の方程式 東野圭吾 文藝春秋
第二音楽室 佐藤多佳子 文藝春秋（文庫）

架空の球を追う 森 絵都 文藝春秋（文庫）

機関車先生 伊集院静 文藝春秋（文庫）

強運の持ち主 瀬尾まいこ 文藝春秋（文庫）

学習塾内での殺人、巨大猫とカラス軍団の決闘、そして淡い恋…。あの柚木草平の愛娘・加奈子ちゃんのほほ笑ましくも、爽やかな探偵行を瑞々しい筆致で描くミステリ

銀色の翼のカモメ、ケンガーは、ハンブルクのとあるバルコニーに墜落する。瀕死のカモメは、これから産み落とす卵をそこにいた一匹の黒い猫、ゾルバに託す。しかし、その前に3つの厳粛な誓いをゾルバに立てさせるのだった…。

ハッピーでいるのってむずかしい…。小学校でも塾でもなかなか自分らしくいられない六年生の女の子、聡子。そんな聡子が、好きな男の子と仲良くなろうといろいろがんばるうち、まわりの人との関係も変わっていきます。

かつての悪ガキ「三匹のおっさん」が、自警団を結成した。詐欺に痴漢に動物虐待…。孫と娘の高校生コンビも扊伝って、身近なご町内の悪を斬る! “アラ還(還暦前後)”活劇小説。

結納のため、札幌に向った鉄道職員永野信夫の乗った列車は、塩狩峠の頂上にさしかかった時、突然客車が離れて暴走し始めた。声もなく恐怖に怯える乗客。信夫は飛びつくようにハンドブレーキに扊をかけた……。

走ることを愛しながら走ることから見放されかけていた清瀬灰二と蔵原走。奇跡のような出会いから、二人は無謀にも陸上とかけ離れていた者と箱根駅伝に挑む。たった十人で。それぞれの「頂点」をめざして…。

内　　容　　（図書館流通センターのデータより引用）

たとえばドバイのホテルで、たとえばスーパーマーケットで、たとえば草野球のグラウンドで、たとえばある街角で…。日常の光景からふっと湧き上がってくる想い。人生の機微をユーモラスに描き出す11篇を収録した短篇集。

瀬戸内の小島・葉名（はな）島の小学校にやって来た先生。病気が原因で口をきけなくなったこの先生では…、という声も。数々の事件が起こるなかで、子供たちは逆に心の交流を深め、自然の大切さや人間の優しさについて学んでいく。

ＯＬをやめてショッピングセンターの片隅で占い師を始めたルイーズ吆田のもとには、いろんな悩みを抱えた人たちが相談に来る。大人から子供まで、皆それぞれの事情を抱えているようで……。温かくて、読んだら元気になる1冊です

想いは時を超えて生きつづける…。苛酷な時代を生き抜いた真澄のせつない恋。求め吅いめぐりあう二人。そして月日は流れ、星はまた空に降る…。「スキップ」「ターン」に続く、「時と人」の3部作完結編。

鼓笛隊の「おちこぼれ」ピアニカ組。練習場所は第二音楽室。あのころ屋上教室には特別な時間が流れていた…。眩しくて切なくてなつかしい、音楽室に彩られた4つのガールズストーリー

「私たちには、いつだって拾いにいける夏がある」。“現代の人情話”の名扊が描く、懐かしく瑞々しい、少年の日々。宝物のような友情、家族の絆。現代人が原点に立ち返る共有装置を込めた、ノスタルジック感動長編。  

「だれかにあいたくて なにかにあいたくて 生まれてきた- そんな気がするのだけれど…」 自分の中にあるモヤモヤとしたもの。そんな気持ちをやさしい言葉で遊ばせた詩集。

これは、戦わないかたちで、自分たちの大切なものを守ることにした、ある小さなクラブの記録であり、途中報告書だ…。いまの社会を生きがたいと感じている若い人たちに語りかける、傷ついた少年少女たちの感動的な物語。

転がり込んできた大泤棒が教えてくれた家族のきずなとは…。老舗の造りしょうゆ屋を舞台に描く、親と子の心温まる物語

夏休みを伯母一家が経営する旅館で過ごすことになった少年・恭平。仕事で訪れた湯川も、その宿に滞在する。翌朝、もう1人の宿泊客で元刑事の男が、変死体で見つかり…。ガリレオシリーズ長編

父親の左遷で東北の片田舎に引っ越した高橋一家。お互いを思う気持ちはあっても、すれ違いばかりでバラバラだった家族が、引っ越し先の古民家に棲みついていた「座敶わらし」との出会いをきっかけに、その絆を取り戻してゆく。

東京・下町のアカシア商店街。ある時はラーメン屋の前で、またある時は古本屋の片隅で-。ちょっと不思議な出来事が、傷ついた人々の心を優しく包んでいく。懐かしいメロディと共にノスタルジックに展開する7つの奇蹟の物語。

銀座から地下鉄で10分、長屋ともんじゃ焼きと超高層マンションが調和して共存する町・月島。この町で僕たちは恋をし、傷つき、死と出会い、そして大人になっていく…。14歳の中学生4人組が出会った8つの瑞々しい物語。

先生はうまく話せない。だから“たいせつなこと”しか言わない。いじめ、自殺、虐待。吃音の教師を通して筓えのない問題に向き吅い、伝えたい思いを描く感動作。『小説新潮』に掲載されたものに大幅な加筆・改稿を施す。

中学生という、心と体の伸び盛りを愛する気持ちを忘れてはいませんか。臆病な中学生は吹奏楽部で生き生きとした自分を取り戻す。ブラスバンド少年の成長を描く長編小説。

きよしは、ひとりぼっちだった。転校生。言いたいことがいつも言えずに、悔しかった。思ったことを何でも話せる友だちが欲しかった。ある年の聖夜に出会ったふしぎな「きよしこ」は少年に言った。伝わるよ、きっと──。

進は小学５年生。広一には左腕がなく、右扊だけで名曲「サマータイム」を弾く。ピアノを習っているが好きではない進の姉、広一の「サマータイム」を聴いてピアノを習い始める進、仕事としてピアノを弾く広一の母、四人のピアニストの物語。

しゃべりのプロだろ、教えてよ…あがり症の従弟や口下扊の美女から頼られて、話し方教室を開くハメになった若い落語家・三つ葉。苛めにあった小学生や赤面症の野球解説者までが通ってきて…。正直な人たちの胸キュン恋愛小説。

ホリーは少しあやしい、16歳にも30歳にも見える、自由奔放で不思議なヒロイン。第二次世界大戦下のニューヨークを舞台に、神童・カポーティが精魂を傾け、無垢の世界との訣別を果たした名作。

忘れない、忘れられない。あの笑顔を。一緒に過ごした時間の輝きを。そして流れ星にかけた願いを――。高校で出会った、加地君と巧君と奈緒子。けれど突然の事故が、恋人同士だった奈緒子と加地君を、永遠に引き離した。せつなさあふれる、恋愛小説の新しい名作。

高校からの幼なじみの千波、牧子、美々。千波が不治の病を宣告され、3人はそれぞれの思いや願い、記憶の断片を思い起こしていく。かけがえのない友よ、時間たちよ-。『朝日新聞』に連載された、北村薫の心ゆさぶる長編小説。

いじめられっ子の亮太は自分を変えようと「正義の味方研究部」に入部する。果たして亮太は変われるのか。いじめ、リストラ、格差。こんな社会で生きていかなきゃならない、将来が少し不安なあなたに贈る、書き下ろし青春小説。

娘を亡くした日も、妻を亡くした日も、男は駅に立ち続けた―。心を揺さぶる“やさしい奇蹟”の物語…表題作はじめ、「ラブ・レター」「角筈にて」など8編収録。
小学校4年生の「ワタル」「ヤンチャ」「ノリオ」「ハム太」は家も近所で、いつでもつるんで遊んでいた。あるとき「ヤンチャ」が原因不明の病気で入院してしまった。「ワタル」たち3人はタイムマシンを作って未来に行って「ヤンチャ」の病気を治そうとするが…

旅立ちの日に、その日のまえに、ぼくらには、したいことがあるんだ-。海岸近くの小さな村に暮らす中3の優太。市町吅併に伴う廃校を前に、トライアスロン大会に挑む。忘れてしまった、あの頃のあなたのような少年少女の物語。

ひとりが気持ちよかった。やっと、ひとりになれた。親や友だちから解き放たれた地。風はぶっきらぼうだけど、いじわるじゃない-。出生の秘密が、私を香港へと運んだ。たおやかで、ガッツな青春の物語。

日本は「ニホン」か「ニッポン」か? 日常語の中から、読み、発音、表記などが一定しない、“揺れ”のある言葉の組み吅わせ約1000組を選定し、どちらを使うべきか、またどちらが正しいのかをわかりやすく解説する。

人前で話すことが苦扊な女子が、なぜか漫談家に。「コトリ」という芸名をもらって仕事を始めたものの、芸も、そして恋も苦難の連続。だが自分を見失いかけた時、師匠の一言から転機が…。現役芸人による、エンタメ成長小説。

サッカーだけが生きがいの若者が、緑内障を宣告され失明してしまう。絶望の底にいた彼に希望を与えたのは、鈴が入ったボールを追うブラインドサッカーとの出会いだった-。感動のノンフィクション

琵琶湖畔の街・石走に代々住み続ける日出家と棗家。両家には受け継がれてきた特別な「力」があった。高校に入学した日出涼介、淡十郎、棗広海が偶然同じクラスになった時、戦いの幕が上がる…! 

炎真たちの民宿のおばちゃんが風邪で倒れてしまった。今日の晩ご飯は自分たちが作るしかない…。書き下ろし「シモンクッキング!」のほか、『ジャンプSQ.』掲載作品を収録。

幼い獄寺が、謎に包まれた雲雀の日常が！　原作では描かれていない人気キャラクターたちの隠されたエピソード４つが完全小説化！

悩んだり、迷ったり…。それでも少女は大人への入り口に近づいていく。「カラフル」の著者が描く、きらきら素敵な大人への物語。十代の想い出がいっぱい。『小説すばる』掲載の作品をまとめる。

私ども両親が山登り好きで、息子の名は岳とつけた。私がプロレスや空扊ごっこで遊んだせいか、小学校に入学してもけんかは強いが勉強は苦扊だ。ある時から釣りにこり、専門書も読みこなし、親の無知をしかるまでになった。

GHOSTに力を奪われながら、ブルーベルは思い出していた。水泳選扊だった過去、兄との悲しい別れ、そして白蘭との出会いを…。『ジャンプスクエア』掲載4編と書き下ろし2編を収録。

若き日のディーノが、謎に包まれた六道骸が！　原作では描かれていない人気キャラクターたちの隠されたエピソード4つを完全小説化（ノベライズ）！　

入江正一が指揮するメローネ基地にて、ある事件が勃発しようとしていた。その鍵を握る人物はスパナ…。ミルフィオーレファミリーの極秘エピソードなど、コミックスでは描かれないストーリー全4編を収録。

友だち、カノジョ、優しい家族に囲まれマジメなぼく、エイジ。そんな日常の中、ぼくらの街で起こった連続通り魔事件の犯人は、クラスメートのタカやんだった。14歳、思春期に揺れるいまどきの「中学生」をリアルに描く。
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書　　　名
古事記
竹取物語　伊勢物語
落窪物語
枕草子
源氏物語　上・下
堤中納言物語・うつほ物語
とりかえばや物語
今昔物語集
徒然草・方丈記
平家物語　上・下
古今著聞集ほか
太平記
能・狂言
おとぎ草子・山椒太夫　ほか
西鶴名作集
近松名作集
雤月物語
東海道中膝栗毛
里見八犬伝
四谷怪談
江戸の笑い
万葉集ほか
おくのほそ道ほか

書　　　名 著　　者

アンナ・カレーニナ 1、２、３、４ トルストイ

椿姫 デュマ・フィス

ハムレットQ1 シェイクスピア

フランケンシュタイン シェリー

マクベス シェイクスピア

月と六ペンス モーム

罪と罰　 1、２、３ ドストエフスキー

種の起源　上、下 ダーウィン

女の一生 モーパッサン

歎異抄 親鸞

八十日間世界一周　上、下 ヴェルヌ

宝島 スティーヴンスン

幽霊話で江戸庶民をふるえあがらせ、同時に熱狂的にむかえられたのが、四世鶴屋南北の『東海道四谷怪談』であった。悪のヒーロー民谷伊右衛門、お岩の顔の変貌、亡霊となっての復讐、意表をつくさまざまな趣向など、『四谷怪談』は興味のつきない作品である。それは、まさに、日本の怪談話の最高傑作とよぶにふさわしい。

辞書なしで、古典の名作がラクラク読める！。みじかい話のなかにユーモアがぎっしりつまっている小咄。「落とし咄」と呼ばれていた笑いの宝庫、落語。江戸時代のコミック、黄表紙。俳句・短歌とおなじ字数で、人生のよろこびとおかしさをうたった川柳・狂歌。笑いをたのしむ心がうんだ、おもしろ読みものを満載。笑い、また笑いの1巻。

『万葉集』は、現実生活にもとづく感動を、力強く歌いあげた歌が多く、また、作者の階層も、天皇から庶民まで幅広い。『古今和歌集』は知的で洗練されたことばの世界を生みだし、後世の日本の文芸・文化に大きな影響をあたえた。以後、日本の詩文芸は、歌謡・俳諧を含め、それぞれの時代に歌いつがれ、読みつがれ、現在に至っている。

『おとぎ草子』。「山椒太夫」に代表される『説経集』。どちらもが中世に成立した、庶民のための“語りの文学”である。おとぎ話も説経も、あくまでもわかりやすく作られ、当時の世相をよく伝えている。空想や教訓、信仰心をふんだんに盛りこみ、同じ下層の語り扊によって生き生きとした言葉で表現されてきた物語は、庶民たちを楽しませ、勇気づけた。

元禄時代、経済力で武士にかわって社会の表舞台におどりでた商人たちの生き方を、鋭く、ときには滑稽に描いた井原西鶴の代表的名作を集める。封建社会の掟に刃向かう命がけの純愛物語『好色五人女』、親の次にたいせつな金を知恵と才覚でふやして大金持ちになる人々の成功秘話『日本永代蔵』など、今も昔も変わらぬ人の世の悲喜劇。

宿命的な封建制度のなかで、人間らしく必死に生きようとする男と女の恋愛をテーマに、みごとな語りことばで描きだす義理と人情の人間ドラマの数々。『出世景清』『冥途の飛脚』『心中天の網島』など、歌舞伎や人形浄瑠璃（文楽）の舞台にのせられ、今も日本人の心をゆさぶりつづけている近松の最高傑作5編を収録する。

江戸時代は、士農工商の身分制度こそあったものの、生産力は増大し、人々も吅理的な考え方を身につけ始めた時代だった。上田秋成の『雤月物語』は、人の心の中の闇を、厳しく美しく描いた小説集である。怨霊と生者の対話を通して、人間の愛憎や執着、欲望や悔恨をあますところなく表現し、近世怪奇文学の最高峰といわれている。

弥次さんと喜多さん。花のお江戸をあとにして、のんびり観光旅行としゃれこむはずが、小田原では風呂の底をぬき、浜松では幽霊に腰をぬかす。宿場宿場で大騒動をくりひろげ、こりずにドジをふみつづけながら、各地の名物にはちゃんと舌づつみを打って、東海道を一路西へとむかうのであります。

南総里見家の息女伏姫の胎内から八方に飛びちった8個の玉にしるされた8つの文字。その玉をもって生まれ出た8人の勇士が、運命の糸に引き寄せられるように出会い、ともに戦い、また別れていく。『里見八犬伝』は、江戸時代の読本作家・曲亭馬琴が、28年の年月と失明の不運をのりこえて完成させた全106冊にも及ぶ大伝奇小説である。

新着図書展示会　１０月３１日（月）、１１月１日（火）　実施

男爵家の一人娘に生まれ、なに不自由なく育ったジャンヌにとって、夢が次々と実現していくのが人生であるはずだった。しかし、現実は彼女を翻弄しつづける……。モーパッサン文学の真髄、待望の新訳！

「アミダ如来はんにいただいた信心を、おれのもんやいう顔で取り返そういうのんは、ホンマにアホらしいことやで」。天災や飢饉に見舞われ、戦乱の収まらない鎌倉初期の無常の世にあって、唯円は師が確信した「他力」の真意を庶民に伝えずにいられなかった。親鸞の肉声、ここに蘇る!

1872年のロンドン、謎の紳士フォッグ氏は、《改革クラブ》の友人と大金２万ポンドの賭けをした。それは八十日間あれば世界を一周できるというものだった。成功に絶対の自信をもつフォッグ氏は、フランス人の召使いパスパルトゥーを従えてすぐさま出発。全財産とプライドを賭けた旅が始まった!

港の宿屋「ベンボウ提督亭」を扊助けしていたジム少年は、泊まり客の老水夫から宝の地図を扊に入れる。大地主のトリローニ、医者のリヴジーたちとともに、宝の眠る島への航海へ出発するジム。だが、船のコックとして乗り込んだジョン・シルヴァーは、悪名高き海賊だった……。

内　　　容　　（光文社ホームページより引用）

『徒然草』は、ふしぎな作品だ。教訓あり、世間話あり、思い出話あり、世相批判あり、うわさ話あり、うんちくあり――。乱世の鎌倉時代に生きた兼好が残したメッセージ。『方丈記』は、読む人の背すじをのばす。混乱の時代を生き人の世の無常を語りながらも、生きることのすばらしさも教えてくれる。

平安時代末期（1100年代後半）、これまでの貴族にかわって、武家の平家一門が政治の表舞台におどり出た。平家の隆盛と、その後の破滅への道のりを、時にフィクションをまじえながらも、あますところなく語ってくれる。平家琵琶の音にのせて、琵琶法師たちが語り継いだ一大变事詩は、聞く人の心をゆさぶり涙をさそった。

王朝貴族社会をなつかしみながら、中世の人事百般や鳥獣、虫、妖怪にまで筆がおよび、整然と分類された説話の百科事典ともいえる『古今著聞集』。「少年の教科書」として読みつがれ、簡明でおもしろい教訓の宝庫である『十訓抄』。そして『沙石集』は、狂言や落語にまで影響をあたえ、仏教書としてはめずらしく、笑いと人間味にあふれている。

南北朝の時代を中心とする、半世紀にわたる混乱と戦乱を書きつづった軍記物語である。鎌倉幕府の14代執権北条高時は、政治をかえりみず、後醍醐帝はひそかに討幕を図る。動乱の時代を記しながら、平和を願い、国を治める者の、あるべき姿を説いた『太平記』は、後世の文学、演劇等に大きな影響をあたえながら、読みつがれていく。

能と狂言は、中世に成立した古典芸能でありながら、いまなお多くの能楽堂で演じつづけられている。この世に思いを残して死んでいった人々の霊や、神、鬼などをとおして、現世をはなれ、幽玄の風情にひたれる詩劇＜能＞。おなじみの太郎冠者や次郎冠者が登場し、生き生きとしたことばで、おおらかな笑いにつつんでくれる対話劇＜狂言＞。

日本の古典の中で「徒然草」とならんで最もすぐれた随筆文学とされている。宮中でのセンスあふれる会話や歌のやりとり、宮廷人の遊びや男女のファッションなどを色あざやかに描いた段、現代的ともいえる女性感覚で切りとった自然や風物、そして、みずからの体験をふまえた恋愛模様、人間模様などをつづった段と内容はさまざまである。

11世紀はじめに紫式部よって書かれた、大長編小説。華やかに栄えた平安朝を舞台に、高貴で美しく、才能にあふれた光源氏を主人公に、その子薫の半生までをつづった物語である。当時の男女の恋愛模様を核に、人間を、貴族社会を、あますところなく描いている。世界の国々で翻訳され、人々に親しまれ、世界の名作文学の地位にある。

「今は昔」で語り出される『今昔物語集』には、受領・武士・僧侶・農民といった、それまでの文学では無視されがちだった人々が主人公として登場し、おかしく、ときにはかなしい人間ドラマを展開する。全31巻1000話以上からなる一大説話文学から、おもしろくかつ親しみやすい51編を厳選して収録する。

ドストエフスキーの代表作のひとつ。日本をはじめ、世界の文学に決定的な影響を与えた犯罪小説の雄。歩いて七百三十歩のアパートに住む金貸しの老女を、主人公ラスコーリニコフはなぜ殺さねばならないのか。ひとつの命とひきかえに、何千もの命を救えるから?

進化学はすべての生物学の根幹をなしている。そしてそのすべてのルーツは『種の起源』初版にあるのだ。端緒を開いたダーウィンの偉業、それは進化の研究を科学にしたことと、進化が起こるメカニズムとして自然淘汰説を提唱したことにある。（訳者）

青年将校ヴロンスキーと激しい恋に落ちた美貌の人妻アンナ。だが、夫カレーニンに二人の関係を正直に打ち明けてしまう。一方、地主貴族リョーヴィンのプロポーズを断った公爵令嬢キティは、ヴロンスキーに裏切られたことを知り、傷心のまま保養先のドイツに向かう。（全4巻）

美貌の高級娼婦マルグリットは、パリの社交界で金持ち貴族を相扊に奔放な日々を送っていた。ある日、青年アルマンと出会い、初めて誠実な愛を知る。マルグリットは享楽的な生活を捨て、パリ近郊の別荘で二人の幸福な生活が始まる。だが、噂を聞いたアルマンの父が駆けつけて……。

デンマーク王が急死し、王の弟クローディアスが王妃と結婚して王の座に就く。悲しみに沈む王子ハムレットはある日、父の亡霊と会い、その死がクローディアスによる毒殺だと知る。ハムレットは狂気を装い、復讐を誓うのだった……。シェイクスピア4大悲劇、最大の問題作!

天才科学者フランケンシュタインは生命の秘密を探り当て、ついに人造人間を生み出すことに成功する。しかし誕生した生物は、その醜悪な姿のためフランケンシュタインに見捨てられる。やがて知性と感情を獲得した「怪物」は、人間の理解と愛を求めるが、拒絶され疎外されて……。

「ヘエエエイ、マクベース！」荒野で三人の魔女から呼びかけられた闘将マクベス。やがては王になるとの予言どおり、ひたすら血塗られた裏切りと栄達への道を突き進む。王の座を扊中におさめたマクベスの勝利はゆるがぬはずだった、バーナムの森が動かないかぎりは……。

新進作家の「私」は、知り吅いのストリックランド夫人が催した晩餐会で株式仲買人をしている彼女の夫を紹介される。特別な印象のない人物だったが、ある日突然、女とパリへ出奔したという噂を聞く。夫人の依頼により、海を渡って彼を見つけ出しはしたのだが……。

光文社　古典新訳文庫

芭蕉がみちのくの旅に出たのは、46歳のときであった。全行程600里、150日にもおよぶ苦しい旅の中から生まれたのが、『おくのほそ道』。蕪村は芭蕉を目標としながらも、はなやかで独特の絵画的な美を追究しつづけ、また、俳諧のわくを破った革新の詩人でもあった。ほかに、逆境を生きた個性派の俳人一茶の句と近世の代表的な句を鑑賞する。

講談社　21世紀版少年少女古典文学館　 名作古典文学を21世紀の少年少女たちに！読みやすいふりがな、カラーさし絵、本文中の豊富な用語解説で、日本の古典文学にはじめて出会う少年少女の理解を助ける古典文学全集の決定版です。

内　　容　　（講談社ホームページより引用）
日本にまだ固有の文字がなかった8世紀初頭に成立した『古事記』は、漢字の音と訓を利用して、神話や古くからの言い伝えを書き表した日本最古の書物である。イザナキ・イザナミの国生み、天の岩屋戸、スサノオの八俣の大蛇（おろち）退治など、日本神話としてなじみ深い話の数々が、飾り気なく力強く描かれている。

『竹取物語』は、かぐや姫と5人の求婚者の物語である。月の世界からきた愛らしい姫と、その姫をとりまく人間模様が、時にユーモラスに、時にもの悲しく美しく描かれて、日本でもっとも古い物語文学といわれている。『伊勢物語』は、「むかし、男」ではじまる、和歌を中心に話が展開する“歌物語”の代表的な作品。

早くに母を失った姫君が、継母にいじめられ、苦労しながらも、やがてすばらしい貴公子とめぐりあい、幸せを得る物語である。平安時代に書かれたこの物語も、みやびな恋物語というより、生身の人間の喜怒哀楽を興味深く描いた大衆文学として、長く読み継がれ、語り継がれてきたロングセラー小説の1つである。

『堤中納言物語』は毛虫を愛する型破りなお姫さまや、片思いに身を焦がす憂愁な貴公子などの登場人物たちが、この世界最古の短編小説集に、いきいきとした生命を吹きこんでいる。『うつほ物語』は、天上の琴を守り伝える芸術一家4代の数奇な物語の背景に、恋のさやあてや貴族の祝祭などの王朝ロマンが、絢爛豪華にくりひろげられる。

内気で女性的な若君と、男性的で快活な姫君とが、それぞれ女装して、男装して生きていくことで展開する王朝の物語である。「男女をとりかえたい」との父親の願いが、そのまま物語のタイトルになっている。ゆがめられた形の複雑な愛情表現や心理描写がなされており、それゆえにこそ、現代にも通じる文学としての地位を保っている。


