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書　　　名 著　　者 ＮＤＣ 出版社

読書介助犬オリビア  今西乃子 019 講談社（青い鳥文庫）

知ってびっくり！もののはじまり物語 汐見稔幸 031 学研教育出版

日本のはてな はてな委員会 049 講談社ビーシー

弱い自分を好きになる本 香山リカ 146 朝日新聞出版（文庫）

自分力を高める 今北純一 159 岩波書店（ジュニア新書）

願いがかなう!「夢ノート」のすすめ  中山庸子 159 ＰＨＰ研究所

お江　戦国の世を生きぬいて 国松俊英 289 岩崎書店（フォア文庫）

くらべる地図帳　日本全国 浅井建爾 291 東京書籍

地雷処理という仕事 高山良二 319 ちくまプリマー新書

幸せのための経済学 蓼沼宏一 331 岩波書店（ジュニア新書）

世界国勢図会　2011/12  矢野恒太記念会 350 矢野恒太記念会　 

生き延びるための非常食<最強>ガイド  エクスナレッジ編集部 369 エクスナレッジ

あなたの声がききたい 岸川悦子 369 佼成出版社

いじめられている君へいじめている君へ 朝日新聞社 371 朝日新聞社

保健室ものがたり  こんのひとみ 374 ポプラ社
部活魂！ 岩波書店編集部編 375 岩波書店（ジュニア新書）

学ぶたびくやしく学ぶたびうれしく  守口夜間中学編集委員会 376 守口夜間中学編集委員会

科学と神秘のあいだ 菊池誠 404 筑摩書房

金の空想科学読本 柳田理科雄 404 メディアファクトリー　 

空想科学読本　Q 柳田理科雄 404 メディアファクトリー（文庫）

空想科学読本ミドリ  柳田理科雄 404 メディアファクトリー　 

キュートな数学名作問題集 小島寛之 410 筑摩書房（プリマー新書）

形と曲面のひみつ 瀬山士郎 415 さ・え・ら書房,

生物多様性と私たち COP10から未来へ 香坂玲 468 岩波書店（ジュニア新書）

素数ゼミの謎 吉村仁 486 文藝春秋

ジュニアダイエット 渡辺満利子 498 岩波書店（ジュニア新書）

ごみから地球を考える　新版 八太昭道 518 岩波書店（ジュニア新書）

さとやま　生物多様性と生態系模様 鷲谷いづみ 519 岩波書店（ジュニア新書）

ロボット創造学入門 広瀬茂男 548 岩波書店（ジュニア新書）

空想お料理読本 ケンタロウ 596 メディアファクトリー(文庫）

空想お料理読本　２ ケンタロウ 596 メディアファクトリー(文庫）

魚を一尾、さばけたら！？ 濱田美里 596 河出書房新社

マグロをそだてる 江川多喜雄 666 アリス館
紙のピアノの物語 フジ子・ヘミング Ｅ726 講談社　 

エコ*おしゃれ  平田美咲 754 汐文社
エコ*ラッピング  平田美咲 754 汐文社
エコ*文房具 平田美咲 754 汐文社
オーケストラ・吹奏楽が楽しくわかる楽器の図鑑　1 　弦楽器 佐伯茂樹 763 小峰書店
オーケストラ・吹奏楽が楽しくわかる楽器の図鑑　2 　木管楽器 佐伯茂樹 763 小峰書店

・第７回　新着図書展示会を開催します。

・１６１冊を展示紹介します

「ゴレンジャー」のミドレンジャー、「アタックNo.1」の早川みどり…。漫画やTV、映画の世界における緑・みどり・ミドリの生態や行動を徹底研究した、ミドリづくしの特別編。ぱらぱら漫画付き。

数学を純粋に楽しみ、親しんでもらうための本です。紹介されている30題の問題にはそれぞれ、キュート度、ステキ度が付けられています。解かずに読むだけでもよし！数学のキュートな魅力を見つけてみませんか。

ドーナツの形はコーヒーカップの形に変えられるけど、湯飲み茶わんやピンポン球の形を変えられないのはなぜ? 変形しても変わらない図形の性質「トロポジー」の不思議な世界を紹介します。

私たちの衣も食も住も、生物多様性に支えられている。2010年秋のCOP10でテーマとなった生物多様性の大切さを、暮らしを通して考える。COP10の子ども会議やユース会議で議論されたことなども紹介。

守口市立第三中学校夜間学級での実践記録。夜間中学の実態や、そこに学ぶ在校生の生き様、ひとりひとりの夜間学級生と真剣に向き合う教職員の熱い思いを紹介する。

幽霊はいないけどいる。勘と経験。効果があるということ。超能力…。科学的な「ものの見かた」や「考えかた」と神秘の問題をユーモラスに語る

ゴジラやガメラの適切な体重はどれくらい? ウルトラセブンがマッハ7で飛んだらどうなる? これまでに刊行された「空想科学読本」の全原稿239本の中から、読者の人気投票によって厳選した25本を収録する。

『赤胴鈴之助』から『聖☆おにいさん』まで、古今の漫画やアニメに関する疑問はもちろん、「紙で手を切ると強烈に痛いのはなぜ!?」などの質問に柳田理科雄が筓えている。

人生において最も頼りになるのは、学歴でも、勤める組織のブランドでもなく、自分力。国際ビジネスの最前線で活躍する著者が贈る、夢に向かって生きるための実践的アドバイス。

今、あまりほめられなくても、今、あまり自信がなくても大丈夫! きっと「もっとステキ」になれるから-。楽しくて幸せな将来につながる「夢ノート」の作り方・使い方を紹介します。

織田信長の姪として生まれ、数奇な運命をたどって徳川三代将軍・家光の母となったお江。時代に翻弄される戦国武将の娘の愛と哀しみを描く。戦国時代の地図や人物関係図、お江の年表、解説も収録。

富士山と琵琶湖はどちらが大きい? 県の最高峰が日本一低いのは何県の山? 人口増減の激しい都市は? 日本の過去と現在、大小・長短、各地域の産業、文化、気象など、さまざまな視点から日本の国土を地図でくらべる。

ソルトレークシティ中央図書館では、お気に入りの犬と一緒に本を読むことができる。そのユニークなプログラムを思いついた女性サンディと、特別な犬・オリビアの2年間の物語。

「アイスクリーム」は4000年前からあった!? 大昔から「トイレ」は水洗だった!? 子どもに身近な「もの」のはじまりを、全部で55話の短くわかりやすい話で紹介する。

日本人のルーツ、戦国時代、都道府県・選挙・税金・市外局番のしくみ、漢字や元号、おせち料理って何なんだ!? 今さら聞けない日本のナゾを、豊富な図とともに解き明かす。

強く生きなくても、人生には素敵なことがたくさんある。大切なのは、弱さの克服ではなく、弱くても困らないための工夫を身につけること。頑張りすぎている人へ、心の専門家が贈る、すり減った「心のエネルギー」を取り戻す本。

聴覚障害を持つ両親のもとに生まれた加奈子。心ない差別に傷つき、両親と言葉で会話ができないもどかしさを感じながらも、両親の深い愛に包まれ成長し、「手話のできる看護師」として活躍する姿を描く。

『朝日新聞』に連載された、若者たちへの緊急メッセージ集。精神科医・作家からスポーツ選手・タレントまで、各界を代表する全30人が生きる意義を熱く語りかける。

お父さんがいる子も、お母さんがいる子も、さみしい子はいっぱいいます。だってね、内緒だけどおとなの先生だってさみしいとき、あるんだよ。子どもも、おとなも、先生も、みんな居場所をさがしている。実話12編。

「私の学校の部活自慢!」というテーマで募集した、全国の中学生や高校生の作品を収録。夢や努力、喜び、挫折、仲間など、10代のさまざまな思いが込められた「部活魂」を紹介する。

カンボジアで、内戦の時に埋められた地雷を、現地の人とともに掘り起こしながら、地域復興に携わる日本人がいる。その活動が実を結び、地雷原だった場所から大豆の芽が出ている。苦難と喜びのドキュメント。

地球上の限りある資源をどのように分配するか。これからの社会経済システムのあるべき姿や、望ましい社会のあり方について、「効率」と「衡平」をキーワードに論じる。

各国政府や公的機関あるいは業界が公表した原数値、修正値、推計値などをもとに、世界の社会・経済状況を表とグラフでわかりやすく解説したデータブック。現代社会の実像をうつし出す。

命をつなぐだけでなく、生きる勇気を与える非常食。種類や入手先、保存方法、対象者をアイコンでわかりやすく示し、効率的・効果的なとり方とストックの方法を解説する。チェック式の非常食リストも収載。

地雷探知除去ロボットや、原子炉内検査をおこなうヘビ型ロボット、急斜面で土木作業をする四足歩行ロボットなど、さまざまなロボットをどのように開発したか解説。未来のロボットの形や心についても語る。

誰でも手に入れられる食材でおいしい料理を作る料理家・ケンタロウと、『空想科学読本』の柳田理科雄が、アニメや漫画の人気料理について、大真面目に考察する一冊。ギャートルズのあの肉はマンモスの肉ではなかったなど。

料理家・ケンタロウと『空想科学読本』の柳田理科雄が、またまたアニメや漫画の人気料理について、大真面目に考察する一冊。ドラえもんの愛のジャイアンシチューなど。

小さな魚からまぐろ級の大きな魚まで、どんな魚でも3枚におろせてしまうとっても便利な方法を、簡単なレシピとともに紹介。魚が身近になればきれい、健康、美味しいと毎日いいことだらけ。さぁさっそく、さばいてみませんか?

13年あるいは17年おきに何億匹も大量発生する、アメリカの不思議なセミ。17・13という「素数」に隠された謎とは。日本人科学者が初めて解いた、奇妙な奇妙な「素数ゼミ」の秘密。子供から大人まで楽しめる科学読み物。

ダイエットとはやせるための食事ではありません。朝食はなぜ大切？　不規則な食事の工夫は？　など、からだと食を楽しくするポイントのほか、料理のワザ＆簡単レシピも掲載。きれいにかっこよくなるための食育アドバイス。

「ごみゼロ社会」を目指すためにはどうすればよいのか。ごみ処理、リサイクル、エネルギーをはじめ、社会・経済とごみとの関係、温暖化ガスなどをわかりやすく解説。ごみが抱える問題とその将来を考える一冊。

多様な生きものを育んできた、自然の営みと人間活動との合作ともいえる「さとやま」。その歴史や複雑な生態系模様、さとやまの危機と再生への取り組みなどを紹介する。

お菓子の空き箱がおしゃれな文房具に大変身! ハーゲンダッツのクリップマグネット、板チョコのレターセットなど、かわいいお菓子のパッケージを使った「エコ」な文房具の作りかたを紹介。

オーケストラと吹奏楽で使う楽器の基本構造や、それぞれの楽器の歴史をていねいに解説。演奏したい人へのアドバイスも収録する。1はヴァイオリン、チェロ、ギター、ハープなど弦楽器を収録。

オーケストラと吹奏楽で使う楽器の基本構造や、それぞれの楽器の歴史をていねいに解説。演奏したい人へのアドバイスも収録する。2はリコーダー、クラリネット、オーボエなど木管楽器を収録。

直径1ミリほどの小さな卵から、全長3メートル・体重400キロにまで成長するクロマグロ。その完全養殖に世界で初めて成功するまでの32年間の研究プロセスを、イラストや写真で紹介します。

本物のピアノが買えなくて、母の手作りの紙のピアノで練習してきた少女。一粒の涙が奇跡を起こした…。どこか懐かしい時代の奇跡を描いた物語。ピアニスト、フジ子・ヘミング初めての絵本。

お菓子の空き箱がおしゃれな雑貨に大変身! ハーゲンダッツのアイスサンドポーチ、プリングルズのスナックポシェットなど、かわいいお菓子のパッケージを使った「エコ」な雑貨の作りかたを紹介。

お菓子の空き箱がおしゃれなラッピングに大変身! チェルシーのまどつきメッセージカード、ハイクラウンのちっちゃな丸見えギフトなど、かわいいお菓子のパッケージを使った「エコ」なラッピングの作りかたを紹介。

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
オーケストラ・吹奏楽が楽しくわかる楽器の図鑑　3 　金管楽器 佐伯茂樹 763 小峰書店
オーケストラ・吹奏楽が楽しくわかる楽器の図鑑　4 　打楽器・鍵盤楽器 佐伯茂樹 763 小峰書店
オーケストラ・吹奏楽が楽しくわかる楽器の図鑑　5 　オーケストラと吹奏楽 佐伯茂樹 763 小峰書店

あやつられ文楽鑑賞 三浦しをん 777 双葉社（文庫）

てむすび 瀬戸けいた 798 主婦の友社

日本一短い「母」への手紙　増補改訂版 丸岡町文化振興事業団 816 中央経済社

日本一短い家族への手紙　増補改訂版 丸岡町文化振興事業団 816 中央経済社

日本一短い父への手紙　増補改訂版　 丸岡町文化振興事業団 816 中央経済社

ラストメッセージ 高木敏子 910 メディアパル

マンガでわかる百人一首 あんの秀子 911 池田書店

のはらうた　5 くどうなおことのはらみんな 911 童話屋　 

こんなに面白かった「百人一首」 吉海直人 911 ＰＨＰ研究所(文庫）

美しい季語の花 金子兜太 911 誠文堂新光社

空が青いから白をえらんだのです 寮美千子 911 新潮社（文庫）

東方香霖堂 ZUN 913 アスキー・メディアワークス

スーサ あさのあつこ 913 徳間書店

しあわせは子猫のかたち  乙一 913 角川書店（つばさ文庫）

アントキノイノチ さだまさし 913 幻冬舎（文庫） 

サッカーボーイズ13歳　雤上がりのグラウンド はらだみずき 913 角川書店（つばさ文庫）

卒業の歌 本田有明 913 ＰＨＰ研究所

星守る犬　映画ノベライズ 村上たかし 913 双葉社（文庫）

High and dry よしもとばなな 913 文藝春秋(文庫）

東京タワー リリー・フランキー 913 新潮社（文庫）

重力ピエロ 伊坂幸太郎 913 新潮社(文庫）

ローズと魔法の地図 岡田晴恵 913 学研教育出版

ナニワ・モンスター 海堂尊 913 新潮社
だれにもいえない 岩瀬成子 913 毎日新聞社

レイン　1 　雤の日に生まれた戦士 吉野匠 913 アルファポリス(文庫）

レイン　２　招かれざる帰還 吉野匠 913 アルファポリス(文庫）

レイン　３　シャンドリス、侵攻す 吉野匠 913 アルファポリス(文庫）

レイン　４　世界を君に 吉野匠 913 アルファポリス(文庫）

あの日、ブルームーンに。 宮下恵茉 913 ポプラ社
メロディ・フェア 宮下奈都 913 ポプラ社
ばんば憑き 宮部みゆき 913 角川グループパブリッシング

勉強ができなくても恥ずかしくない 橋本治 913 筑摩書房(文庫）

１２歳たちの伝説　１ 後藤竜二 913 ジャイブ　（ピュアフル文庫）

１２歳たちの伝説　２ 後藤竜二 913 ジャイブ　（ピュアフル文庫）

１２歳たちの伝説　３ 後藤竜二 913 ジャイブ　（ピュアフル文庫）

ちょんまげぷりん 荒木源 913 小学館（文庫）

ちょんまげぷりん 2 荒木源 913 小学館（文庫）

妖怪アパートの幽雅な日常　１ 香月日輪 913 講談社（文庫）

妖怪アパートの幽雅な日常　２ 香月日輪 913 講談社（文庫）

妖怪アパートの幽雅な日常　３ 香月日輪 913 講談社（文庫）

花や草木にまつわる季語から1日1語を選び、透明感ある美しいイラスト、味わい深い例句とともに掲載。「古事記」「万葉集」「源氏物語」など古典に登場する植物も紹介する。

金色は 空にちりばめられた星 金色は 夜 つばさをひろげ はばたくツル(「金色」より) 奈良少年刑務所の更正教育である「社会性涵養プログラム」から生まれた作品を中心に、解説を加えて編んだ詩集。

オーケストラと吹奏楽で使う楽器の基本構造や、それぞれの楽器の歴史をていねいに解説。演奏したい人へのアドバイスも収録する。3はトランペット、ホルン、チューバ、トロンボーンなど金管楽器を収録。

刊行から30年。今も世界中で読み継がれている「ガラスのうさぎ」の著者による、平和へのメッセージ。病気と闘い、命を削りながら、それでも語らなければならなかった、あの日々への想いを綴る。

百人一首を1番から順にマンガやイラストで解説。歌の意味や背景を大づかみすることができ、さらに言葉の詳しい用法や歌人の生きた時代や経歴などもわかる。歌人達の相関図、競技かるた入門も収録。

いちにちのおわり ゆうがたの みまわりをしていると むこうのやまの てっぺんに おひさまの ひかりのかけらが キラリと ひっかかっていた(「まいごのひかり」より) のはらみんなの代理人くどうなおこの詩集。

「百人一首」に詠まれているのは、今に通じる人の思い。本書では、歌の成立背景から詠み人の人となりまで、「百人一首」を味わうためのポイントを紹介。楽しみながら、古典をぐっと身近に感じられる一冊。

オーケストラと吹奏楽で使う楽器の基本構造や、それぞれの楽器の歴史をていねいに解説。演奏したい人へのアドバイスも収録する。4は太鼓、木琴などの打楽器と、ピアノ、オルガンといった鍵盤楽器を収録。

オーケストラと吹奏楽で使う楽器の基本構造や、それぞれの楽器の歴史をていねいに解説。5はオーケストラと吹奏楽の各楽器の使われ方や魅力、編成を紹介する。コンサートの行き方などもっと音楽を楽しむための情報も収録。

文楽ってこんなに面白いものだったのか。大夫と三味線と人形の三業からなる文楽は、とても人間味のあふれるもので、『女殺油地獄』や『仮名手本忠臣蔵』など、こんな見方があったのかと目から鱗です。

生き物から自然、身近なものまで、両手を使ってシンメトリーな美しい形態をつくり出す遊び「てむすび」を写真で紹介。てむすびの準備運動・作り方・活用なども解説します。

杏平は同級生を2度殺しかけ、以来うまく他人とかかわれないでいた。遺品整理業に就いた杏平は、故人のために汚れ仕事も厭わず働く先輩達と接するうち、少しずつ心がほぐれてゆく。だが、同僚ゆきちゃんの壮絶な過去を知り…。

地元中学のサッカー部に入部した武井遼介は、早くも公式戦に出ることになった。小学校時代の仲間たちも、それぞれ新しい道を歩みはじめる。「なぜサッカーを続けるのか」と、遼介は自分に問いながらサッカーにうちこみ…。

校内合唱コンクールに創作曲で挑むことになった6年3組。創作曲の作詞をまかされた翔太、そして、作曲をすることになった麻里絵は…。楽譜「誕生日の贈りもの」「卒業の歌は出会いの歌」も収録。

とある山中に放置されたワゴン車から、身元不明の中年男性と白い犬の遺体が発見された。男の遺体は死後半年経過、犬は死んで間もなかった。『星守る犬』映画脚本ノベライズ版。

福井県丸岡町の手紙コンクール、「一筆啓上賞」の入賞作品集。第1回は「母」をテーマに、様々な想いを手紙に込めて贈ります。「かまぼこ板の絵」とのコラボ作品を加え、再編集した増補改訂版。

同人業界を越えて広がり続ける一大ムーブメント「東方Project」の神髄がここに! 複数の雑誌・メディア上で連載された26話に加え、同人誌で発表された幻のエピソード「神々の道具」、雑誌掲載時の挿絵などを収録。

歩美の親友、智香が事故で急逝した。もう一度智香に会いたいと願う歩美は、時空を超えてあらゆるものを売り買いするという幻の商人“スーサ”と取引する。歩美の冒険が始まった。

「ぼく」が、ひとり暮らしをするため、ひっこしてきた家には、明るくやさしい幽霊と、1匹の子猫が住んでいた…。ことばはなくても通じ合う、ふしぎな関係を描いた表題作ほか全2作品を収録。

福井県丸岡町の手紙コンクール、「一筆啓上賞」の入賞作品集。第2回は「家族」をテーマに、様々な想いを手紙に込めて贈ります。「かまぼこ板の絵」とのコラボ作品を加え、再編集した増補改訂版。

福井県丸岡町の手紙コンクール、「一筆啓上賞」の入賞作品集。第4回は「父」をテーマに、様々な想いを手紙に込めて贈ります。「かまぼこ板の絵」とのコラボ作品を加え、再編集した増補改訂版。

関西最大の都市・浪速府で新型インフルエンザ「キャメル」が発生! パニックの裏でうごめく司法の陰謀。ナニワの風雲児・村雤知事が目論む、未曾有の危機への“最後の処方箋”とは? 

自我が芽生えはじめた少女・千春が、静かな日常の中で気づいてゆく心のときめきや戸惑い。幼い恋を瑞々しく描いたラヴストーリー。

剣と魔法が支配する世界。そこで戦士と王女は出会い、歴史が動いた…。雤の日に生まれた、剣と魔法の最強戦士「レイン」の戦いを描くファンタジー。

大陸南西部に位置する小国サンクワール。戴冠式前日の王都、華やかなパレードに潜む暗殺者の黒い影…。剣と魔法の最強戦士ファンタジー第2弾。

生まれて初めてひとを「好き」になった瞬間を覚えていますか? 14歳の夕子のはつ恋の相手は20代後半の絵の先生。ちょっとずつ歩みよって、仲良くなっていくふたりに訪れた小さな奇跡とは? 心温まる永遠のファンタジー。

それはまるで、独楽の芯のようにきっちりと、ど真ん中に突き刺さっている。東京の中心に。日本の中心に。ボクらの憧れの中心に。この話は、かつて、それを目指すために上京したオトンと、ボクと、オカンのちいさな話です。

連続放火事件の現場に残された謎のグラフィティアート。無意味な言葉の羅列に見える落書きは一体何を意味するのか? スタイリッシュ・ファミリー小説。

薬の魔女ローズがコレラの魔女と闘う! その手段は地図!! 現役ウイルス研究者が病気の医学、薬の科学の歴史を描いたドキドキハラハラのファンタジー。

湯治旅の帰途、雤で足止めとなった若夫婦が老女との相部屋を引き受けた。老女が語りだす50年前の忌まわしい出来事とは。表題作をはじめ江戸の怪奇小説全6編を収録。

小学生のケンタくんは、学校や勉強があまり好きではありませんでした。３年生のときに、ふりがながついてる本に出会ってから、ケンタくんは変わりました。読書が大好きになり、むずかしい漢字が読めるようになったのです。

学級崩壊を起こし何人もの先生に見放された６年１組。新しい春が来ても、教室を飛び交う紙飛行機は消えない。誰にも気を許さず、自分にバリアを張って学校へ行く。でも本当はみんな、そんなクラスにもううんざりだった。

「追っかけ隊は、いま、解散します!」ユーカの宣言でグループを解散させられてしまったカオル。風邪で休み登校したカオルは、いじめられていることに気づき…。荒れていた子どもたちが自分の思いを語り出す、12歳の物語。

大陸南西部に位置する小国サンクワール。新王を名乗るサフィールの帰還により、レインは王女シェルファらとともに、一旦王都を捨て、自らの居城に軍を構える。混沌とした王権争いのなか、サンクワールに更なる戦乱の火種が!

三つ巴の戦いに終止符を打つべく、王女シェルファは自ら危険の中へ飛び込んで行く。果たしてシェルファの運命は? 剣と魔法の最強戦士ファンタジー第4弾。

誰かを好きになるのって、想像してたよりずっと軽やかで、自然なことだったんだな…。「早く卒業して、知り合いのいない高校に行きたい」と思っていた結愛は、金髪の男の子に、はじめての恋をした。

大学を卒業した私は、田舎に戻り「ひとをきれいにする仕事」を選んだ-。まっすぐに生きる女の子を描いた、確かな“しあわせ”の物語。

春休みに入るやいなや、夕士は妖怪アパートに戻ってきた。封印の解かれた魔道書から出てきた妖魔に慕われて戸惑う夕士。自らの秘めた力に気づいた夕士。親友の長谷やおなじみの妖怪達と過ごす春休みは意外な展開に!

妖怪アパートでの生活も2年目に入り、魔道士の修行をしつつも普通の高校生として過ごしていた夕士。ある日、講堂の小部屋にオバケがでるという噂が。確かめに入った夕士と田代、プチ妖魔のフールが、そこで目にしたものは…。

「ぼく」草平は、親友だと思っていた2人、ヤマちゃんと大ちゃんとミゾを感じるようになってきた…。新しい自分を発見! 「12歳たち」の今を描くシリーズ第3弾。

シングルマザーの遊佐ひろ子は、お侍の格好をした謎の男と遭遇する。男は180年前の江戸時代からやってきたお侍で、木島安兵衛と名乗った。安兵衛は料理のレパートリーを増やし、菓子づくりに挑戦。

島安兵衛が江戸に帰って八年が過ぎた。遊佐友也はコンビニエンス・ストアで万引きをした後、家に帰らず逃げ続けていた。深夜、巨大な水たまり状の穴の中に吸い込まれ、百八十年前の江戸時代にタイム・スリップしてしまう。

夕士が高校入学と同時に始めた、憧れの下宿生活。幼い頃に両親を事故で亡くしたため、早く独り立ちをするのが彼の夢。ところがそこには、ちょっと変わった、しかし人情味あふれる「住人たち」が暮らしていた…。

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
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書　　　名 著　　者 ＮＤＣ 出版社
おしゃべりな五線譜 香谷美季 913 ポプラ社
走る少女 佐野久子 913 岩崎書店

夜の光 坂木司 913 新潮社(文庫）

家元探偵マスノくん 県立桜花高校★ぼっち部 笹生陽子 913 ポプラ社
イレギュラー 三羽省吾 913 角川書店（文庫）

仏果を得ず 三浦しをん 913 双葉社（文庫）

風の陰陽師　1 　きつね童子 三田村信行 913 ポプラ社（ポプラ文庫ピュアフル）

風の陰陽師　2 　ねむり姫 三田村信行 913 ポプラ社（ポプラ文庫ピュアフル）

風の陰陽師　3 　うろつき鬼 三田村信行 913 ポプラ社（ポプラ文庫ピュアフル）

ぼくはおじさん 山下奈美 913 小峰書店

学園キノ　 時雤沢恵一 913 電撃文庫

学園キノ　２ 時雤沢恵一 913 電撃文庫

こころ 不思議な転校生 七瀬晶 913 角川書店

ラブオールプレー 小瀬木麻美 913 ポプラ社（ポプラ文庫ピュアフル）

いいこじゃないよ 小林深雪 913 講談社（青い鳥文庫）

ひとりじゃないよ 小林深雪 913 講談社（青い鳥文庫）

ほんとは好きだよ  小林深雪 913 講談社（青い鳥文庫）

COWHOUSE 小路幸也 913 ポプラ社(文庫）

パスワードは、ひ・み・つnew  松原秀行 913 講談社（青い鳥文庫）

夜は短し歩けよ乙女 森見登美彦 913 角川書店(文庫）

青森ドロップキッカーズ 森沢明夫 913 小学館
舞姫恋風伝　花街の迷走 深山くのえ 913 小学館（ルルル文庫）

舞姫恋風伝　花片小話 深山くのえ 913 小学館（ルルル文庫）

推理小説 秦建日子 913 河出書房新社(文庫）

さくら 西加奈子 913 小学館(文庫）

円卓 西加奈子 913 文藝春秋

兄妹パズル 石井睦美 913 ポプラ社
ＵＦＯはまだこない 石川宏千花 913 講談社
5年3組リョウタ組 石田衣良 913 角川書店（文庫）

夏のくじら 大崎梢 913 文芸春秋(文庫）

おじいちゃんが、わすれても… 大塚篤子 913 ポプラ社 

キップをなくして 池澤夏樹 913 角川書店（文庫）

旅するウサギ 竹下文子 913 小峰書店

竜の座卓 朝比奈蓉子 913 偕成社 
ぼくは落ち着きがない 長嶋有 913 光文社(文庫）

プラチナデータ 東野圭吾 913 幻冬舎
ちょちょら  畠中恵 913 新潮社
やなりいなり 畠中恵 913 新潮社
モンスターハンター　3  閃光の狩人 氷上慧一 913 エンターブレイン

十六歳年上の兄は警察官で剣道も強い。大志は小さい頃から兄が苦手でなじめない。兄夫婦に赤ちゃんが生まれる予定と聞いて、小6で「おじさん」になる大志は、それがイヤでイヤでしかたがない。

木乃は言葉を話す携帯ストラップ・エルメスと学園生活を楽しむ、ごく普通の女子高生。だが、その正体は銃を武器に魔物と戦う正義の味方だった！

正義感にあふれ、尊敬する幼なじみ。空気読めない、苦手な元クラスメイト。趣味も話もあう、中学でできた新しい親友－。交わらない五線譜の上で、少女たちは交錯する。そして、事件は起こった…

イチニツイテ。比呂はラインギリギリに両手をついて、地面の一点を見つめる。ざわめきが遠のいていく。ブロックにかけた両脚が熱くなってきた。秋空に号砲が鳴った…。さわやかな陸上選手群像を描く。

中学からバドミントンを始めた水嶋亮。進学した名門・横浜湊高校には文武両道イケメンエースの先輩をはじめ、無敵の双子ダブルスにクールな帰国子女など個性豊かなチームメイトたちがいた。

中学2年生の蘭は、成績優秀で先生からの信頼も厚い優等生。しかし蘭は、自分自身と周囲が見ている自分との間にギャップを感じて悩み、葛藤を抱えていた…。恋に学校生活に、女の子の心揺れる物語。

第一志望の高校に見事合格し、ずっと憧れていた広瀬と両想いになれた凛は中学生最後の春休みを満喫中。ある日、後輩の静音から突然電話がかかってきた。なにか相談があるみたいだが…。

小川家の次女、蘭は中学3年生に進級。成績抜群で優等生のため、周囲の誰もが偏差値の高い高校へ合格するものと思っている。しかし蘭自身は、音大付属校へ行ってみたいと悩んでいた…。

慰めなんかいらない。癒されなくていい。欲しいのは、星の距離感。天文部に集うスパイたちが、最前線で繰り広げた戦闘とは…。闇を駆ける4人の高校生を描く、絶対零度の青春小説。

入学後の友達作りにしくじった女子高生チナツ、ユリヤ、サトシ、スカイプ。次期華道家元で一人ぼっち部世話人のマスノくんを囲む超個性派集団の笑いと涙の青春譚スタート。

村が水害にあい、グラウンドも使えず練習もままならないニナ高校野球部。自分の球に絶大な自信を持つコーキは名門・K高野球部に勝負を挑むが…。ダメダメ野球部のむやみに熱い青春ストーリー。

高校の修学旅行で人形浄瑠璃・文楽を観劇した健は、義太夫を語る大夫のエネルギーに圧倒されその虜になる。以来、義太夫を極めるため、傍からはバカに見えるほどの情熱を傾ける中、ある女性に恋をする。

テストに合格して「電子探偵団」に入団したマコトは、みずきや飛鳥、ダイとともに謎解きを楽しんでいる。だけど、みずきが本当の事件に巻き込まれてしまって…。大きく変化したパソコン事情を反映した改訂版。

「黒髪の乙女」に想いを寄せる「先輩」は、夜の先斗町に、下鴨神社の古本市に、大学の学園祭に、彼女の姿を追い求めた。先輩の想いに気づかない彼女は、頻発する“偶然の出逢い”にも「奇遇ですねえ!」と言うばかり。

いじめられっ子の中学生・宏海と、中途半端な不良の雄大。そしてトップを目指して氷上で闘うアスリート姉妹、柚香と陽香…。見た目もキャラもまったく違う凸凹な4人が、カーリングホールで巻き起こす青春小説。

慧俊の愛する后・愛鈴は、貧しい出のため宮廷で貴族の奥様方に疎まれる存在。そんな中愛鈴の元婚約者と触れ回る幼なじみが庭師として宮廷にやってきた。

京の都で育った童子、晴明は、父の死後、母をたずねて信太の森へ。そこは狐たちの不思議な世界だった。やがて陰陽師の修行を始めた晴明は、尊敬する師匠や友人たちとの出会いを経て、一人前の陰陽師として成長していく-。

突然都に降った黒い雪は、災厄のまえぶれなのか? ライバル蘆屋道満、“闇の陰陽師”黒主、大盗賊袴垂保輔、それぞれの思惑がうごめき、やがて都は闇におおわれた…。晴明は、都と咲耶子姫を守ることができるのか。

みを抱いて死んだ若い親王とその母の霊をよみがえらせ、怨霊朝廷を打ち立てて、都を支配しようと企む黒主。一方、信太の森にも魔修羅神なる怪しい影が忍び寄る…。森を、都を、そして愛しい人たちを晴明は守れるのか。

25歳で、ワケあって窓際族になった「僕」の仕事は、端から端まで歩いて何分もかかるような、会社所有の豪邸の管理人。そこに集まってきた人たちは、なぜか丑年ばかりで…。飄々としてあたたかな物語。

人間・木乃と言葉を話すストラップ・エルメスの学園のお話。「ねえ木乃。ちょっと足を止めて、七十二度左に向いて、顔を十四度上げて笑顔でピースサインしてみて」エルメスが、突然そんなことを言いました。

「この学校で友達を作るつもりはありません」 クラスメートを前にそう宣言した転校生のこころ。内気な少女・絆は、そんなこころの謎めいた強い態度に興味を持つが、こころの周辺では奇妙な出来事が次々に起こり始めて…。

県立高校2年、テニス部所属。ボーイフレンド、なし。兄ふたりの5人家族、末っ子-。そんな松本亜実の平穏な日常に、ある日事件が起こる。仲の良い下の兄貴「ジュン兄」が、突然いなくなってしまい…。

土屋亮太と宮城公平といえば、小学校時代はよその学校にも名前が知れ渡るくらい有名人だった。その頃のオレ達は無敵だった。だが、ある日突然、公平は＜宇宙人と交信＞するようになってしまった…。

大人の自覚はあるけれど、ふと気がつけば子どもと同じ目線-。25歳。茶髪イマドキ熱血系。希望の丘小学校5年3組の担任教師、リョウタ先生の奮闘を描いた、泣けるほどリアルで、痺れるほどみずみずしい教育&青春小説。

4年前初めて参加した、よさこい祭り。あのときの心残りは果たせるのか-。東京からやってきた内気な大学生・守山篤史は、憧れの女性への思慕を胸に、6年ぶりに復活するチームに参加する。

主役のカップルと人気の高かった脇カップル達のラブストーリーを、ロマンチックにたっぷり描いた短編集。全8話収録。感動ラブ、思いやりの物語、切ない想い、優しい気持ちがたくさんつまった舞姫ファン必携です！

全く面識のない人々が相次いで惨殺された。事件をつなぐのは「アンフェアなのは、誰か」と書かれた本の栞のみ。そんな中、警察と主要出版社に「推理小説・上巻」という原稿が届く。書かれていたのは事件の詳細と殺人の予告…。

飼い犬サクラと大学生の僕、父さん、母さん、妹のミキ。あるちっぽけな家族に起こったひとつの奇蹟が、ある美しいひとつの曲を、強く、やさしく立ち上げる。

3つ子の姉をはじめ、大家族に愛されて暮らす小学校3年生の琴子は、口が悪くて少し偏屈。好きな言葉は、「孤独」。きらきら光る世界で、考え、悩みながら成長する少女の姿を描く感動作

本好きの望実が所属する図書部は、薄い壁で仕切られた図書室の一角で活動している。一見他愛のない高校生活の中で、不器用ながらも世界と向き合おうとする皆の姿を、望実の視点から描く。

DNA法案が国会で可決し、検挙率が上がるなか、科学捜査を嘲笑うかのような連続殺人事件が発生。DNA捜査システムの検索結果は「NOT FOUND」。犯人はこの世に存在しないのか? 。

困窮する多々良木藩の留守居役を拝命した新之介。金子(きんす)に伝手に口八丁、新参者にはすべてが足りない! そして訪れた運命の日、新之介と多々良木藩に明日はくるか? 。

身体は弱いが知恵は溢れる若だんなが大忙し。頼れるようでどこかズレてる妖たちも仰天するほど千客万来! 表題作ほか全5編を収録した「しゃばけ」シリーズ第10弾

小学5年生の杏は、ジュニアテニスクラブに通うことになり、毎日が楽しい。しかし、大好きな祖父が認知症にかかり、少しずつ変わりはじめ…。少女の揺れる心と、祖父とのきずなを描いた感動の物語。

キップをなくしたら、駅から出られない。キミはこれからわたしたちと一緒に駅で暮らすのよ、ずっと-。キミは今日から、駅の子になる。子供たちの冒険、心躍る鉄道ファンタジー。

旅をする理由を聞かれても、ちょっと困る。どうしてか、自分でもよくわからないから。でも、旅は楽しい。こんどはどんな旅になるだろう。どんなことに出会えるだろう…。旅先での出会いや景色を、少年の視点でさわやかに描く。

ぼくと、てつ兄は、脳梗塞で倒れて同居することになったじいちゃんと、夏休みに力を合わせて座卓を作るが…。初めて「老い」を見つめる兄弟の、とまどいと成長の物語。

ドンドルマでパーティを組んで二年。ライガ達は再び海を渡りモガの村を訪れていた。海原の主、ラギアクルス―その狩猟依頼を臆せず受けた三人だったが想像を超えるプレッシャーにただ圧倒されるだけだった。

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 14



書　　　名 著　　者 ＮＤＣ 出版社
モンスターハンター　4  閃光の狩人 氷上慧一 913 エンターブレイン

赤毛の女医アン 福田隆浩 913 講談社
初恋素描帖 豊島ミホ 913 メディアファクトリー(文庫）

往復書簡 湊かなえ 913 幻冬舎
マイナークラブハウスの恋わずらい 木地雅映子 913 ポプラ社（ポプラ文庫ピュアフル）

闇の喇叭    有栖川有栖 913 講談社
村田エフェンディ滞土録 梨木香歩 913 角川書店（文庫）

市立第二中学校２年Ｃ組 椰月美智子 913 講談社
体育座りで、空を見上げて 椰月美智子 913 幻冬舎（文庫） 

ありがとう、さようなら 瀬尾まいこ 914 メディアファクトリー(文庫）

本を読むわたし 華恵 914 筑摩書房(文庫）

生き方の演習 塩野七生 914 朝日出版社

死なないでいること、生きるということ 中岡亜希 916 学研
シェイクスピア物語 改版 シェイクスピア 932 岩波書店（ジュニア新書）

デモナータ　5幕 　血の呪い ＤａｒｒｅｎＳｈａｎ 933 小学館
デモナータ　6幕 　悪魔の黙示録 ＤａｒｒｅｎＳｈａｎ 933 小学館
セカンドサマー アン・ブラッシェアーズ 933 理論社
ラストサマー アン・ブラッシェアーズ 933 理論社 
トラベリング・パンツ アン・ブラッシュアーズ 933 理論社
メープルヒルの奇跡 ヴァージニア・ソレンセン 933 ほるぷ出版

幸福の王子 オスカー・ワイルド 933 バジリコ
バリスタ少女の恋占い クリスティーナ・スプリンガー 933 小学館
ぼくだけの山の家 ジーン・クレイグヘッド・ジョージ 933 偕成社
＜天才フレディ＞と幽霊の旅 シド・フライシュマン 933 徳間書店

ダーウィンと出会った夏 ジャクリーン・ケリー 933 ほるぷ出版

トワイライト　4　最終章 ステファニー・メイヤー 933 ヴィレッジブックス

ターニング・ポイント　3 　タイムロック最後の選択 デイヴィッド・クラス 933 岩崎書店

穴 ルイス・サッカー 933 講談社（文庫）

ほこりまみれの兄弟 ローズマリー・サトクリフ 933 評論社
シルバー・レイクの岸辺で  ローラ・インガルス・ワイルダー 933 福音館書店(文庫）

プラム・クリークの土手で ローラ・インガルス・ワイルダー 933 福音館書店(文庫）

大きな森の小さな家 ローラ・インガルス・ワイルダー 933 福音館書店(文庫）

大草原の小さな家 ローラ・インガルス・ワイルダー 933 福音館書店(文庫）

農場の少年 ローラ・インガルス・ワイルダー 933 福音館書店(文庫）

ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか？ アレン・ネルソン 936 講談社（文庫） 

王への手紙　上 トンケ・ドラフト 949 岩波書店（少年文庫）

王への手紙　下 トンケ・ドラフト 949 岩波書店（少年文庫）

ペギー・スー　１　魔法の瞳をもつ少女 セルジュ・ブリュソロ 953 角川書店(つばさ文庫）

ペギー・スー　２　蜃気楼の国へ飛ぶ セルジュ・ブリュソロ 953 角川書店(つばさ文庫）

ギリシア神話　改版 中村善也 991 岩波書店（ジュニア新書）

絶体絶命の窮地に追いこまれたグラブスの前に、ロード・ロスが…! 目的はグラブスに復讐すること。地上数千メートルの飛行機の中で、グラブスに逃げ道はないと思われたが-。

カルメン、レーナ、ブリジットとティビーは、不思議なパンツとともに16歳の夏を過ごした。だけど、みんな忘れたことはなかった。じっと不思議な力をたくわえたジーンズのことを…。02年刊「トラベリング・パンツ」の続編。

第７回　新着図書展示会　１１月１４日（月）、１５日（火）　実施

手紙だからつける?。手紙だから許せる罪。手紙だからできる告白。「あのこと」の真相が、封筒から零れ出す-。書簡のみで綴った連作ミステリー。

文武両道の中高一貫校・那賀市桃李学園。その高等部の一角にある古ぼけた洋館は、園芸部、演劇部、思想研究会、和琴部といったマイナー系文化部の部室が集まり「マイナークラブハウス」と呼ばれている。

探偵行為が禁止されたもうひとつの日本。かつて名探偵として名を馳せた両親を持つ高校生の少女・純は、行方不明となっている母親の出身地に父と移住し、母の帰りを待っていた。だがそこで身元不明の他殺死体が発見されて…。

1890年末、トルコ文化研究のためスタンブールに出向いた村田君と、下宿屋の女主人や個性豊かな様々な国の下宿人たちとの熱い交流。いつしか芽生えた友情のようなものは…。

ラギアクルス・リオレウス撃退から５年。周囲の期待の声に忚えるかのように、ライガ達はがむしゃらに腕を磨く日々を送っていた。そんなある日、遠くモガの村に住む双子の兄弟が現れ、懸命に訴えかけた。

美土里野町の診療所に新しくやってきた准看護師のひとみは、そこで不思議な赤毛の女医「アン」に出会う。派手な風貌と奔放な性格のせいで、アン先生は患者さんや周囲の人たちから敬遠され気味。

甘酸っぱい。ほろ苦い。だけじゃない-。“思春期まっさかり”の中学2年生×20人のままならぬ想いを描く連作掌編、全20話を収録。あなたの“あの頃”をうずかせる不慣れな恋の物語。

8時09分、瑞希は決まらない髪型に悩み、10時24分、貴大は里中さんを好きになる…。中2思春期、やっかいだけど輝いている、それぞれの事情。

私は、自分をたっぷりと持て余していた。理不尽に怒り、親に当たり散らし、自分で自分をコントロールできない-。5分だって同じ気持ちでいられなかった、あの頃。読者を瞬時に思春期へと引き戻す、おかしくも美しい感動作。

誰が履いてもステキに見えるジーンズ「トラベリング・パンツ」はレーナ、ティビー、ブリジット、カルメンの宝物。めぐりくる3度目の夏に「トラベリング・パンツ」はどんな奇跡を起こしてくれるのか…。感動のシリーズ完結編。

仲良し4人組の少女たちが16歳を目前に初めて別々にすごす夏休み。一本のジーンズが4人の間を「旅して」まわる。誰がはいてもぴったりフィットする不思議なジーンズをめぐる、温かくも哀しい4つのラブストーリー。

辞めてやるって思うことも時々あるけれど、せんせいの毎日はそれ以上の感動がいっぱい! 中学校で国語教師を続けながら作家として活動中の瀬尾まいこが書き綴った日々の出来事。

「ずっと本と一緒だった。だから大切な思い出は、必ず本と結びついている」 4歳から14歳までに出会った本を手がかりに、その時々の自分を振り返って描写していくセルフ・ポートレート。

本当に大切なことは何か? 国や年齢を越えて理解し合うには? 世界のどこでも生きていける人間とは? 人生という大海へ第1歩をふみだす若者たちに、ローマ史家・塩野七生が語る21世紀型の自分磨きのレッスン。

筋肉が消えていく希少難病をかかえながらも、すべてのときを笑顔で生きる元客室乗務員からのメッセージ。車椅子での富士山登頂など、命を輝かせながら生きる姿を写真とともに綴る。

ことばを自由自在に使いこなし、人の心の動きを切れ味よく描き出すシェイクスピア。「ハムレット」「ロミオとジュリエット」「リア王」「マクベス」など代表的な劇作品9編を、味わい深いセリフとともに読み物として収録する。

自分の中にひそんでいる魔力は、どうなるのか? 姉と弟が発病した人狼病を、自分は発病するのかしないのか? さまざまな不安を抱え、満月を恐れるグラブス。そして満月が近づいたある晩…。

「ぼくにはまだ、しなくちゃいけないことがある」 人形の口を借りて、幽霊が語ったこととは…? 幽霊と孤独な若者のあいだに育つ友情を通して、戦争の傷跡と平和な世界への希求を描いた感動の物語。

1899年、新世紀を目前にしたテキサスの田舎町。11歳のキャルパーニアは、変わり者のおじいちゃんの「共同研究者」となり、実験や観察を重ねるうち、次第に科学の面白さにひかれていきますが…。

「あたし、吸血鬼になるために生まれてきたのね…」転生のときを迎えたベラ。そこには予想を超える壮絶な苦しみが待っていた。命をかけてベラが守りぬいた運命の子は、魔性の存在なのか天使なのか…。

放射能に汚染された1000年後の地球から戻ったジャックが、北極海の氷原で目にしたものとは? ダーク・アーミー対ダンの一族、最終決戦の号砲が轟く! 環境破壊に警鐘を鳴らす、新しい冒険小説の完結編。

戦争で心に傷を負った父親を励ますため、マーリーたち一家は美しい自然に囲まれたメープルヒルへやってくる。そこで家族が出会ったものは…。感動のニューベリー賞受賞作

現在(いま)だからこそ、多くの人に読んでもらいたい…。王子とつばめが紡ぐ愛と自己犠牲を哀しくも美しく描いた、オスカー・ワイルドの不朽の名作。曽野綾子による入魂の新訳と美しい挿絵で贈る決定版。

コーヒー店で働くジェーンは女子高生。趣味でメモしていた「お客のオーダーと性格との関係」をもとに友人をカップリングしたら大成功! それを知った店長が「エスプレッソ占い」としてお店のキャンペーンに使って…。

サムは、ニューヨークのアパートから家出。向かったのは、キャッツキル山脈の森です。サムは、山での一人ぐらしに満足でした。ところが、サムを見かけた地元の人が「野生児発見」とさわぎ始めます。

世界でただひとり、悪いお化けたちが見えるペギー・スー。その瞳には、彼らを滅ぼす魔法の力が宿っている。お化けの嫌がらせがたえないペギーに、また新たな敵が…!? 世界中で愛される冒険ファンタジー第2弾。

ウィスコンシン州の「大きな森」の丸太小屋に、ローラと、とうさん、かあさん、姉のメアリイ、妹のキャリーが住んでいます。物語は冬がくる前の食料作りから始まり、1年間の森での生活がローラの目を通して描かれます。再刊。

「大きな森」をあとにして、インガルス一家は大草原での新しい土地を求め、インディアン・テリトリイへ幌馬車で旅立つ。ローラ6歳から7歳までの変化にとんだ一年間の物語。再刊。

アルマンゾは9歳。学校へ行くより、父さんの農場を手伝って牛や馬と過ごすほうが楽しいのです。子牛を訓練したり、大きなカボチャを実らせていくうちに、彼もまた、やがて父さんと同じ農夫になろうと決心します。再刊。

多くの人を殺した元海軍兵が語る戦争の現実。軍隊の訓練とはどんなものか? 殺した敵の死体はどうするのか? 戦争のにおいや音は? ベトナム戦争の体験をもとに、「ほんとうの戦争」とは何かを伝える一冊。

まずい時にまずい所にいたために、イェルナッツ家の人々は代々辛酸を舐めてきた。4世のスタンリーは無実の罪で少年院にぶちこまれ、来る日も来る日も地面に穴を掘る日々。ある日、彼は一族の約束の地をめざし脱出を図るが…。

孤児の少年ヒューは、意地悪なおばさんの家を逃げ出した。お供は愛犬のアルゴスとツルニチニチソウの鉢植え。めざすは学問の都オクスフォード。だが途中で旅芸人の一座に出会い…。

とうさんが鉄道敶設の仕事を得て、ローラの一家はサウス・ダコタ州へ移り、シルバー・レイクでひと冬をすごします。失明した姉のメアリイを助け、忙しいかあさんの片腕として一家をささえていくローラの物語。再刊。

ふたたび長い旅のすえ、プラム・クリークの土手にできた横穴の家にたどりついたローラの一家は、力をあわせて、日照りや大吹雪など、次々におそってくる苦難とたたかいます。再刊。

ギリシア神話の中の代表的な物語を、世界の創造、神々、英雄、人間の運命といった順序で系統立ててわかりやすく紹介。神話がもっている話題の豊かさ、面白さをふんだんに伝えます。

内　　容　　（図書館流通センターのデータより引用）

騎士になるための最後の試練の夜、16歳の見習い騎士ティウリは、見知らぬ男に重要な手紙を託された。思いがけない使命を与えられ、大山脈のかなたの隣国へと向かったティウリの行く手には…。オランダの人気冒険小説。

見習い騎士ティウリの負った任務は、2つの国の未来を左右する重大なものだった。執念深いスパイやなぞの騎士たちに命を狙われながら、ティウリは苦難の末に隣国の王のもとへたどり着く…。手に汗握る冒険小説。

ペギー・スー、14歳。変わり者の両親のせいでキャンピング・カー暮らしの毎日。転校ばかりで友達もゼロ。けれど一匹狼の少女には、実は秘密の力があった…。魔法の瞳で悪と戦うペギー・スーの痛快ファンタジー


