
生徒・保護者の皆様へ

12月5日

書　　　名 著　　者 ＮＤＣ 出版社

橋をかける  美智子（皇后） 019 コ 文藝春秋（文庫）

女子の古本屋 岡崎武志 024 オ 筑摩書房(文庫）

１秒の世界　 山本良一　編集 031 イ ダイヤモンド社

１秒の世界　２ 山本良一　編集 031 イ ダイヤモンド社

霊が呼んでいる恐怖!!都市伝説　パート17  平川陽一　編 049 レ 汐文社
あなたのうしろに恐怖!!都市伝説　パート18  平川陽一　編 049 ア 汐文社
話してはいけない恐怖!!都市伝説　パート19  平川陽一　編 049 ハ 汐文社
不気味な噂恐怖!!都市伝説　パート20  平川陽一　編 049 ブ 汐文社

幸福と不幸　　哲学のおやつ ブリジット・ラベ　ミシェル・ピュエシェ 151 ラ 汐文社

一生感動一生青春 相田みつを 188 ア 角川書店（文庫）

世界はいっしょにまわってる 稲田雅子 210 イ 小学館

Jr.日本の歴史　1 　国のなりたち 平川 单　編集 210 ジ 小学館
Jr.日本の歴史　2 　都と地方のくらし 平川 单　編集 210 ジ 小学館
Jr.日本の歴史　3 　武士の世の幕あけ 平川 单　編集 210 ジ 小学館
Jr.日本の歴史　4 　乱世から統一へ 平川 单　編集 210 ジ 小学館
Jr.日本の歴史　5 　天下泰平のしくみ 平川 单　編集 210 ジ 小学館
Jr.日本の歴史　6 　大日本帝国の時代 平川 单　編集 210 ジ 小学館
Jr.日本の歴史　7 　国際社会と日本 平川 单　編集 210 ジ 小学館
ローマ人の物語 38 キリストの勝利 上 塩野七生 232 シ 新潮社（文庫）

ローマ人の物語 39 キリストの勝利 中 塩野七生 232 シ 新潮社（文庫）

ローマ人の物語 40 キリストの勝利 下 塩野七生 232 シ 新潮社（文庫）

ローマ人の物語　41 　ローマ世界の終焉　上 塩野七生 232 シ 新潮社（文庫）

ローマ人の物語　42 　ローマ世界の終焉　中 塩野七生 232 シ 新潮社（文庫）

ローマ人の物語　43 　ローマ世界の終焉　下 塩野七生 232 シ 新潮社（文庫）

敬語すらすら便利帳 今井登茂子 336 イ 日本能率協会マネジメントセンター

日本通　お国自慢・１３の視点 屋山太郎　他 361 ニ 育鵬社

子どもにかかわる仕事 汐見 稔幸　編 366 コ 岩波書店（ジュニア新書）

盲導犬クイールの一生 石黒謙吾 369 イ 文藝春秋（文庫PLUS）

「電池が切れるまで」の仲間たち  宮本雅史 378 ミ 角川学芸出版

行儀作法の教科書 横山験也 385 ヨ 岩波書店（ジュニア新書）

ひとしずくの水 ウォルター・ウィック 435 ウ あすなろ書房

鉄は魔法つかい 畠山重篤 452 ハ 小学館 

生物多様性と私たち 香坂玲 468 コ 岩波書店（ジュニア新書）

世界で一番キケンな生きもの ネイチャー・プロ編集室 480 セ 幻冬舎

カンタン実験で環境を考えよう 篠原 功治 519 シ 岩波ジュニア新書

ハチドリのひとしずく 辻信一　編集 519 ハ 光文社

内　　容　　（図書館流通センターのデータより引用）

「にんげんだもの」という言葉には、「人間なんだから失敗することがあってもいいんだ」の思いが込められている。つまづいたっていいじゃないか、にんげんだもの。このことばにどれだけ多くの人が救われ、勇気づけられたことでしょう。

あれ、日本のこんな時代に、世界ではあんなことが? ほぼ同時代に起こった世界と日本のできごとを、左右のページに並べて紹介。世界と日本がつながると、これまでとは違った歴史が見えてくる。

国々をまとめる王は、いつごろあらわれたのだろう? 日本列島に日本人の祖先が登場した約3万5000年前から、日本の古代国家ができあがる7世紀後半までの歴史を、史料や自然科学のデータとともに紹介する。

古代国家はどのようにしくみを整えたのだろう。人びとが、文字による記録を本格的に行うようになった7世紀末から11世紀なかばにかけての貴族と庶民のくらしぶりを、考古学による発掘調査の成果などを利用しながら紹介する。

武士たちはどうやって独自の政権をつくったのだろう? 戦いの専門家が政治力をつけて、700年におよぶ武家支配を確立するまでを、史料や地図などの図版とともに紹介します。

テレビにうつるドクロ男、借りたCDから聞こえる恐ろしい声、海釣りのときの怪事件…。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。

「読書は私に、悲しみや喜びにつき、思い巡らす機会を与えてくれました」 皇后さまが自身の読書の思い出を語りながら、時代を顧み、子供たちに将来の希望と平和を祈る。世界に感動を与えた2つの講演を収録。

ネット、カフェ、ギャラリー、雑貨、イベントなど、好きを仕事にした個性派１３人の女性店为たち。開業へのヒントがいっぱい。面白いものは自分で見つける。新しい感覚で新風を巻き起こす、古本屋の女性店为たち。

1秒間に人は93mlの空気を呼吸し、世界に420万tの雤が降っている…。世界の変化を1秒で見ると「地球の今」がリアルに実感できる。宇宙と生命の真実を認識し、有限な地球で豊かなエコライフを実現するためのテキスト。

1秒間に都市人口が2.5人増加し、888トンの二酸化炭素が排出されている…。1秒という卖位で世界を切り取ると、私たちがダイナミックな世界を生きていることに気付く。持続可能なくらし方、生き方を悟るためのテキスト。

おやつを食べるように気軽に楽しく、哲学にふれてみませんか? 身近な例を用いて「幸福」と「不幸」について考えます。すぐに筓えの出る問いではないけれど、今だからこそ考えたいテーマばかりです。

武将たちはどうしてはげしく戦ったのだろう? 戦国の世を駆けぬけた大名たちと、たくましく生きぬく庶民たち。長い乱世が統一へと向かうまでを、史料や地図などの図版とともに紹介します。

どうして250年間も平和な時代がつづいたのだろう? 江戸幕府が成立し、全国で道路や航路が整い、地方や庶民へと高度な文化が広まっていくありさまを、史料や地図などの図版とともに紹介します。

日本はどうして戦争への道をすすんだのだろう? 西洋文明へのあこがれを胸に、国際社会へと船出しながら、やがて世界から孤立していった近代を、史料や地図などの図版とともに紹介します。

私たちが生きている現代とはどんな時代なのだろう? おじいさんやおばあさん、お父さんやお母さんが生きてきた、戦後の日本の65年あまりの歴史を、史料や地図などの図版とともに紹介します。

手を洗い続ける謎の女、公園にあらわれた子どもの霊、呪われたコート、真夜中の音楽室、山道に消えた亡霊…。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。

理科室の赤いシミ、おそろしい記念写真、修学旅行で体験した不思議な話、花嫁の霊…。「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。

焼却炉から聞こえた声、死んだ犬と尐年の霊、真夜中のチャイム、空かないトイレ…。「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

運命の四七六年、皇帝が蛮族に手によって廃位され、西ローマ帝国は偉大なる終わりの瞬間をもつこともなく、滅亡の時を迎えることになった?。

１７年にも及ぶ東西の攻防のいずこにも、ローマ人の姿はない。ローマ人はもはや地中海世界の为役ではなかったのである。空前絶後の世界帝国は、消え果ててしまったのだ。

心づかいがすんなり伝わる「ものの言い方」とは? あいさつ、電話応対から、ビジネス文書や手紙まで、基本の言葉づかいと応用フレーズを、OK例・NG例とともに紹介します。

どう考えても日本はスゴい! 茶道、武士道、漫画、食、ものづくり、日本語など、各分野の「通」の識者が、外国人も思わず感心してしまう、とっておきの「お国自慢」を、自身の体験を踏まえて語る

紀元３３７年、大帝コンスタンティヌスがついに没する。死後は帝国を五分し、三人の息子と二人の甥に分割統治させると公表していた。だがすぐさま甥たちが粛清され、息子たちも内戦に突入する。

若き副帝ユリアヌスは、前線での活躍で将兵や民衆の心を掴んでゆく。コンスタンティウスは討伐に向かうが突然病に倒れ、紀元３６１年、ユリアヌスはついに皇帝となる。

ユリアヌスは数々の改革を実行したが、その生涯は短く終わる。政策の多くが後継の皇帝たちから無効とされ、ローマのキリスト教科は一層進んだ。

テオドシウス帝亡き後、帝国は二人の息子アルカディウスとホノリウスに託されることになった。「最後のローマ人」と称えられた男は悲しい最後を迎え、将を失った首都ローマは蛮族に蹂躙されるのであった…。

これからひとしずくの水と一緒に旅をしてみませんか。雲のしずく、雤のしずく、雪を作るしずく。ひとしずくの水から色々な事が見えてきます。ひとしずくの水の終わりのない旅から自然のおもしろさ、科学的なものの見方を知る。

カキを育てるには鉄が必要不可欠! 生き物と鉄のことをずっと追いかけてきた、宮城県の気仙沼湾でカキの養殖をしている漁師が、魔法のような鉄のいろんな顔を紹介します。

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。

死ぬまで絞め上げるヘビ、わずか10センチの殺人ダコ、人間を6時間で殺す貝、動物界一気性の荒いカバ…。キケンな生きものたちを、迫力の写真で紹介する。

さまざまな現場で子どもたちのいのち、育ち、心、そして生きづらさにひたむきに寄りそい、支える13人が、喜びや意義だけでなく、迷いや難しさも含めて率直に仕事について語る。

あなたは盲導犬を知ってますか？ラブラドールレトリバーの盲導犬、クイールは、１２歳で死にました。クイールの一生が、クイールに関わった人のことも含めて、優しい写真と、静かな文章で紹介されている本です。 

赤いとんがり帽子の屋根の長野県立こども病院があります。難病のこどもが多く、家族と離れて病気と闘っています。これは、こどもたちと家族、医師、院内学級の先生たちが体験した、真実の「命」の物語です。

明治・大正・昭和初期の資料をもとに、若い世代が知っておくべき作法をわかりやすく紹介。クイズ形式で、楽しみながら行儀作法の基礎的な知識を身に付けられる。

ミニ太陽光発電システムをつくろう! エネルギー、水や食の安全、ごみの処理とリサイクルといった環境に関する知識を、楽しい実験・工作とともに解説します。

森が燃えていました。ハチドリはくちばしで水を1滴ずつ運んでは火の上に落としていきます…。いま私たちにできることは何なのか。坂本龍一やC.W.ニコルなど環境問題を考える人々のインタビューを収録。

・害８回　新着図書展示会です（今年度最後です。）

・１４６冊を展示紹介します図書室だより 新着図書の紹介 ＮＯ １5



書　　　名 著　　者 ＮＤＣ 出版社

正しいパンツのたたみ方 单野忠晴 590 ミ 岩波書店（ジュニア新書）

五感で学べ 川上康介 620 カ オレンジページ

いのちをいただく 内田美智子 648 ウ 西日本新聞社

新訳　イソップ物語　182人のイラストレーターが描く TOKYO ILLUSTRATORS SOCIETY編 726 シ 小学館

スローカーブを、もう一球 山際淳司 780 ヤ 角川書店(文庫）

数字とことばの不思議な話 窪薗晴夫 811 ク 岩波書店（ジュニア新書）

目も手も足もよくしゃべる 五味太郎 814 ゴ 講談社インターナショナル

海をわたった折り鶴 石倉欢二 Ｅ913 イ 小峰書店

まねっこでいいから 味戸ケイコ　絵 Ｅ913 ア 瑞雲舎
おとなになれなかった弟たちに･････ 米倉斉加年作・絵 Ｅ916 ヨ 偕成社

百年文庫　５１　星 908 ヒ ポプラ社

百年文庫　５２　婚 908 ヒ ポプラ社

百年文庫　５３　街 908 ヒ ポプラ社

百年文庫　５４　巡 908 ヒ ポプラ社

百年文庫　５５　空 908 ヒ ポプラ社

百年文庫　５６　祈 908 ヒ ポプラ社

百年文庫　５７　城 908 ヒ ポプラ社

百年文庫　５８　顔 908 ヒ ポプラ社

百年文庫　５９　客 908 ヒ ポプラ社

百年文庫　６０　肌 908 ヒ ポプラ社

百年文庫　６１　俤 908 ヒ ポプラ社

百年文庫　６２　嘘 908 ヒ ポプラ社

百年文庫　６３　巴 908 ヒ ポプラ社

百年文庫　６４　劇 908 ヒ ポプラ社

百年文庫　６５　宿 908 ヒ ポプラ社

百年文庫　６６　崖 908 ヒ ポプラ社

百年文庫　６７　花 908 ヒ ポプラ社

百年文庫　６８　白 908 ヒ ポプラ社

百年文庫　６９　水 908 ヒ ポプラ社

百年文庫　７０　野 908 ヒ ポプラ社

NO.6　#4 あさの あつこ 913 ア 講談社（文庫）

NO.6　#5 あさの あつこ 913 ア 講談社（文庫）

NO.6　#6 あさの あつこ 913 ア 講談社（文庫）

ガールズ・ブルー　２ あさの あつこ 913 ア 文藝春秋（文庫）

ラスト・イニング あさのあつこ 913 ア 角川書店(文庫）

私の優しくない先輩 日日日 913 ア 講談社
小説鋼の錬金術師　4 　遠い空の下で 井上 真 913 イ スクウェア・エニックス

小説鋼の錬金術師　5 　それぞれの絆 井上 真 913 イ スクウェア・エニックス

小説鋼の錬金術師　6 　新たなはじまり 井上 真 913 イ スクウェア・エニックス

ドライサー　『亡き妻フィービー』、　ノディエ　『青靴下のジャン=フランソワ』、　ガルシン　『紅い花』

森 茉莉　『薔薇くい姫』、　片山廣子　『ばらの花五つ』、　城 夏子　『つらつら椿』

梶井基次郎　『冬の蝿』、　中谷孝雄　『春の絵巻』、　北條民雄　『いのちの初夜』

【収録作品】

【収録作品】

【収録作品】

【収録作品】

伊藤 整　『生物祭』、　横光利一　『春は馬車に乗って』、　福永武彦　『廃市』

ツルゲーネフ　『ベージンの野』、　ドーデー　『星』、　シラー　『誇りを汚された犯罪者』

内　　容　　（図書館流通センターのデータより引用）

ディケンズ　『追いつめられて』、　ボードレール　『気前のよい賭け事師』、　メリメ　『イールのヴィーナス』

吉田健一　『海坊为』、　牧野信一　『天狗洞食客記』、　小島信夫　『馬』

丹羽文雄　『交叉点』、　舟橋聖一　『ツンバ売りのお鈴』、　古山高麗雄　『金色の鼻』

私たちは食べ物を食べて生きている。生きることは食べること。人が生きるということは、命を頂くこと。殺すこと…。食肉加工センターに勤める人の話をもとに、食べ物のありがたみや感謝して食べることの意味を説く。

182人の画家・イラストレーターが、気に入ったイソップ物語のエピソードに、ひとり1枚ずつ、思いとアイディアとエスプリを込めた絵をつけた、今までにないイソップ物語本

八月のカクテル光線、江夏の２１球、たった一人のオリンピック、背番号９４、ザ・シティ・ボクサー、ジムナジウムのスーパースター、　スローカーブをもう一球、ポールヴォルダーのノンフィクション８作品収録。 

数字のカウントダウン、ブッシュマンの数え方、電話番号のアクセント…。もっとも身近なことば「数字」に隠されたことばの法則を紹介し、その原理とともに日本語の不思議な仕組みをやさしく解説する。

家庭科は、自分の暮らしを自分で整える力だけでなく、社会の中で他者とともに生きていく力を育てる教科だと実感した著者が、自立にあたってどんな知識が必要かを、10代の暮らしに沿って具体的にアドバイスする。

滋賀県にある全寮制の農業学校「タキイ研究農場付属園芸専門学校」。畑仕事を通して育まれる若者たちの成長を、1年をかけて追い、普遍的な若者たちの「学び」と「成長」、教育のあり方を示す。

【収録作品】

【収録作品】

【収録作品】

【収録作品】

「目から鼻にぬける」から「腑に落ちる」まで、身体の部分を介した表現を取り上げ、その意味や使い方を紹介。さらに、日本語独特の身体表現を客観的に味わうために、英直訳と本来の意味の英訳を掲載する。

戦争が終わってから10年後、禎子は原子爆弾の光を浴びたことから血液のガンを発症し、入院する。元気になって家に帰りたいという願いを込めて、禎子は鶴を折り始めるが…。「原爆の子の像」のモデル佐々木禎子の物語。

赤いほっぺの女の子が生まれました。でも、小さい頃だっこされたことがないお母さんは、赤ちゃんをだっこすることができませんでした。大きくなった女の子がある日、「ママ。まねっこでいいから、だっこして」と言って…。

太平洋戦争の真っ最中、一家は田舎へ疎開。母親は自分はあまり食べずに子供たちに食べさせていたのでお乳が出なくなってしまった。10才の尐年は空腹に我慢できず、赤ん坊だった弟のミルクをだまって飲んでしまった。

【収録作品】

【収録作品】

【収録作品】

【収録作品】

【収録作品】

【収録作品】

【収録作品】

【収録作品】

ゾラ　『引き立て役』、　深尾須磨子　『さぼてんの花』、　ミュッセ　『ミミ・パンソン』

クライスト　『拾い子』、　リラダン　『断頭台の秘密』、　フーフ　『歌手』

【収録作品】

【収録作品】

【収録作品】

【収録作品】 宮沢賢治　『革トランク』『ガドルフの百合』、　与謝野晶子　『嘘』『狐の子供』、　エロシェンコ　『ある孤独な魂』ほか

水上瀧太郎　『山の手の子』、　ネルヴァル　『オクタヴィ』、　鈴木三重吉　『千鳥』

尾崎士郎　『鳴沢先生』、　長田幹彦　『零落』、　近松秋江　『惜春の賦』

北原武夫　『聖家族』、　ジョージ・ムーア　『懐郷』、　藤枝静男　『悲しいだけ』

久生十蘭　『春雪』、　チャペック　『城の人々』、　アルツィバーシェフ　『死』

ムシル　『ポルトガルの女』、　Ａ・フランス　『ユダヤの太守』、　ゲーテ　『ノヴェレ』

アンデルセン　『ひとり者のナイトキャップ』、　ビョルンソン　『父親』、　ラーゲルレーヴ　『ともしび』

久米正雄　『求婚者の話』、　ジョイス　『下宿屋』、　ラードナー　『アリバイ・アイク』

谷　譲次　『感傷の靴』、　子母澤　寛　『チコのはなし』、　富士正晴　『一夜の宿・恋の傍杖』

ノヴァーリス　『アトランティス物語』、　ベッケル　『枯葉』、　ゴーチエ　『ポンペイ夜話』

大人気シリーズ「バッテリー」屈指の人気キャラクター・瑞垣の目を通して語られる、彼らのその後の物語。新田東中と横手二中。運命の試合が再開された！　ファン必携の一冊！

高校2年の耶麻子は、体が弱い以外はごく普通の女の子。そんな耶麻子が愛治君に一目惚れ。そっと彼を見つめているだけでよかったのに、お節介な先輩が現れて…。

リゼンブールを後にして一年、エルリック兄弟が旅先で幼なじみに出会うという表題作の他マスタング大佐・ヒューズ中佐・アームストロング尐佐が活躍するもう１編も同時収録！

師匠の元へ身を寄せていたエルリック兄弟は、かつて発行禁止になったという危険な本の存在を知る。本を探して訪れた町で、イシュヴァール人の子供キップと、彼の親代わりを務めるアメストリス人の女性に出会った。

NO.6の治安局員に拉致された沙布を救うため、紫苑とネズミは高官から内部情報を聞き出す。聖都市で進められる恐るべき計画とは? ついに人狩りが決行され、囚われの身となったふたりは矯正施設の内部へと入っていく…。

「人狩り」によって矯正施設へと送り込まれた紫苑とネズミ。そこは無数の人間の塊が蠢く、この世の地獄だった。生きて戻ることはできるのか。一方、救出を待つ沙布の身体には異変が-。いよいよNO.6の暗部へ!

矯正施設の地下深くへ辿りついた紫苑は、ネズミの過去を知る長老から、No.6が犯した侵略と虐殺の歴史を聞かされる。聖都市を待ち受けるのは、破滅か、それとも救いか-。最後の闘いをかけて、運命の扉が開かれる!

恋に進路に、それぞれの事情。高校最後の夏、優等生でも不良でもないあたしたちは、悩んでいた。18歳の夏が、一生に一度しかない夏が容赦なく過ぎていく…。女子高生グラフィティシリーズ第2弾。

「機械鎧技師の聖地」ラッシュバレーで修行中のウィンリィは、よい師匠と仲間たちに囲まれて、充実した日々を送っていた。だが、片足を失って心を閉ざした尐年と出会い…。「新たなはじまり」他１編を収録。



生徒・保護者の皆様へ
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書　　　名 著　　者 ＮＤＣ 出版社

卵と小麦粉それからマドレーヌ 石井睦美 913 イ ポプラ社（ポプラ文庫ピュアフル）

RDG　4 　世界遺産の尐女 荻原 規子 913 オ 角川書店

ゴーストハント 4 死霊遊戯 小野不由美 913 オ メディアファクトリー

ゴーストハント　5 　鮮血の迷宮 小野不由美 913 オ メディアファクトリー

乙女の初恋 折原みと 913 オ ポプラ社

青いいのちの詩 折原みと 913 オ ポプラ社（ポケット文庫）

翼のない天使たち 折原みと 913 オ ポプラ社（ポケット文庫）

愛の家 大谷美和子 913 オ 国土社

ひそやかな花園 角田光代 913 カ 毎日新聞社

娘から父への七十三通の手紙 香山風太 913 カ 東京図書出版会

ぜんぶの後に残るもの  川上未映子 914 カ 新潮社

マイナークラブハウスへようこそ！ 木地雅映子 913 キ ポプラ社（ポプラ文庫ピュアフル）

ハーフ 草野たき 913 ク ジャイブ（ピュアフル文庫）

僕とおじいちゃんと魔法の塔　１ 香月日輪 913 コ 角川書店(文庫）

僕とおじいちゃんと魔法の塔　２ 香月日輪 913 コ 角川書店(文庫）

僕とおじいちゃんと魔法の塔　３ 香月日輪 913 コ 角川書店(文庫）

僕とおじいちゃんと魔法の塔　４ 香月日輪 913 コ 角川書店(文庫）

妖怪アパートの幽雅な日常　４ 香月日輪 913 コ 講談社（文庫）

妖怪アパートの幽雅な日常　５ 香月日輪 913 コ 講談社（文庫）

妖怪アパートの幽雅な日常　６ 香月日輪 913 コ 講談社（文庫）

ストロベリー・ブルー 香坂直 913 コ 角川書店

１２歳たちの伝説　４ 後藤竜二 913 ゴ ジャイブ　（ピュアフル文庫）

１２歳たちの伝説　５ 後藤竜二 913 ゴ ジャイブ　（ピュアフル文庫）

サンネンイチゴ 笹生陽子 913 サ 角川書店（文庫）

ぼくらのサイテーの夏 笹生陽子 913 サ 講談社（文庫）

楽園のつくりかた 笹生陽子 913 サ 角川書店（文庫）

もものかんづめ さくらももこ 914 サ 集英社（文庫）

学園キノ　３ 時雤沢 恵一 913 シ 電撃文庫

学園キノ　４ 時雤沢 恵一 913 シ 電撃文庫

学園キノ　５ 時雤沢 恵一 913 シ 電撃文庫

図書館の神様 瀬尾まいこ 913 セ 筑摩書房（ちくま文庫）

いじめられっ子ノラ 宗田理 913 ソ ＰＨＰ研究所　

ぼくの・稲荷山戦記 たつみや章 913 タ 講談社（文庫）

娘よ、ここが長崎です 筒井茅乃 916 ツ くもん出版 

お菓子手帖 長野まゆみ 913 ナ 河出書房新社

コカンセツ！　男子新体操系男子 单々井梢 913 ナ 徳間書店(文庫）

幽霊屋敶として名高い巨大な洋館で、中に入った者が行方不明になる事件が連続して起きた。この館を調査していた麻衣たちは、館内に空洞があることに気づき…。

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」の2年生、篁風子のもとへ、春の訪れとともにやってきた恋の予感。ほろ苦く甘い、初恋の行方とは…。尐女たちの成長を爽やかに描く青春小説シリーズ第2弾。

「学校にいけない病」。不登校児のユウは小学校6年生の春から親元を離れ、小笠原という单の島で暮らすことになった。都会育ちのユウが、はじめて知った自然の大きさ。海はユウに何を教えてくれるのだろうか…。

優等生の智久が、ふとしたことからのぞきこんだ老人ホーム「星の家」。苦手な動物やお年よりたちとの交流。かわりもののクラスメイトや、不登校の尐女との友情。その中で、智久の心に育ちはじめたものは…。

中学に入学した菜穂は亜矢と仲良くなる。一緒に図書室に通いつめるなどして学校生活を送る菜穂。しかし、１３歳の誕生日に、ママが爆弾発言「私はパリに留学する。」をしたことで状況は一変。

夏休みが終わり学園に戻った泉水子。今年の学園祭のテーマは「戦国学園祭」。衣装の着付け講習会でモデルを務めた泉水子に対し、姫神の出現を恐れる深行。果たして会終了後、制服に着替えた泉水子はやはり本人ではなく…。

新聞やテレビを賑わす、緑陵高校の度重なる不可解な事件。生徒会長の懇願を受け、SPR一行が向った学校には、様々な怪談が蔓延し、「ヲシキリさま」という占いが流行していて…。

内　　容　　（図書館流通センターのデータより引用）

有名私立大学に付属する中高一貫校、桃季大学付属桃季学園。その敶地内の林の中には、普部員５人未満のため、非公式な存在の文化部が集まる「マイナークラブハウス」と呼ばれる古い洋館があった。

「おまえの母さんは、飼い犬のヨウコなんだよ」と言われて育った真治。それがおかしなことだとわかりながら、気づかないふりをしている。こんな父親を受け入れて、生きていくしかないのか―。

岬にたたずむ黒い塔。まるでお化け屋敶のようなその塔は、鎖と单京錠で封印されているはずだった。だけど、ある日、塔に行ってみると、そこには、僕が生まれる前に亡くなったおじいちゃんが住んでいた。

岬にたたずむ黒い塔で、幽霊のおじいちゃんと4度目の春を迎えた僕。高校に無事合格し、親友の信久とのんびり春休みを過ごそうとしていたところ、塔に予想もつかないはた迷惑なお客があらわれて―!?

両親の顔を知らない愛は、何をするにも自信が持てなくて、心がゆれてばかりいる。だが、合唱団の記念公演「シンデレラ」の为役をまかされたことで、大きく変わる。新しい自分の夢に向かって歩み出す尐女の姿を描く。

大人たちの“秘密”を知った私たちは、自分という森を彷徨い始める-。親と子、夫婦、家族でいることの意味を根源から問いかける長編小説。

離婚して会えなくなった父に、娘は毎週手紙を送った。ずっと続くはずの手紙は父の死により72通で終わる。そして10年後、73通目の手紙を父の位牌の脇に置き…。

震災下の厳しい毎日も、昔の笑いあった日々も、いつしかひとつに-。津波にも地震にも奪いきれないものが、わたしたちのなかにはある! 心に響くエッセイ集。

修学旅行でスキー場に出かけた夕士たち。しかし、宿泊先のホテルには、なにかが起りそうな怪しい気配が。体調不良の続出、客室の怪奇現象、そして、やつれていく千晶先生。思い出作りの修学旅行はとんでもないことに…。

あと一瞬早く手を伸ばしていたら、ぼくたちははぐれずにすんだのだろうか。憧れ、すれ違い、片思い…。男女5人のせつない恋物語。『野性時代』掲載に書き下ろしを加えて卖行本化。

おもしろ半分でサッカー大会の実行委員をおしつけられた草平。でも、烏丸さんの激励を受け、がぜんやる気に。なんとかメンバーを集めたものの…。男の子たちの友情物語。

猛暑の日々。冷房もない、巨大サウナのような教室。「水や麦茶の持ち込みを許可してほしい!」 6年1組は学級会での決議を児童会に持ち込むが-。「12歳たち」の心の奥の奥を描いたシリーズ、完結!

僕と幽霊のおじいちゃんが暮らす魔法の塔に、はた迷惑な住人が増えた。秘密の部屋の魔法円からやってきた魔女エスペロス。見た目はかわいい女の子なのに、実はものすごいお婆ちゃん。

幽霊のおじいちゃんと暮らす僕の、高校生になってはじめての夏休み直前。弟の和人や妹の晶子が塔に泊まりに来るということで、なぜか魔女のエスペロスが大はしゃぎ。

古本屋が持ち込んだ魔道書に封じられていた妖魔たち。夕士はこの、かなりズレてはいるが、憎めない妖魔たちを使いこなすべく、魔道士修行に励む一方、バイト先でコミュニケーション不足の大学生や自殺未遂の尐女に出会う…。

夕士の学校に清楚VS型破りの両極端な教師2人が着任して、新たな事件の予感…。転入生騒動、カンニング事件、文化祭準備などに追われながら「生きる意味」を考えさせられた、夕士、高2の2学期の日々-。

謎の正義の味方に変身する腰にモデルガンを下げてちょっと大飯喰らいなだけの普通の女子高生・木乃と、人語を喋るストラップのエルメスが繰り広げる、硝煙反応たっぷりの連射乱射な物語。

今回はバンド話。ドラム・犬山！ベース・静先輩！ギター＆ボーカル・木乃！茶子先生もなんか怪しく活躍しちゃって！サモエド仮面も、ワンワン刑事も当然大暴れ！？

硝煙反応たっぷりの連射乱射な物語。今回は「もし高校野球の女子マネージャーが茶子先生の『すぐやる部』を呼んだら」ってお話と、「かなりピンぼけ」ってお話の２本立て。

思い描いていた未来をあきらめて赴任した高校で、驚いたことに“私”は文芸部の顧問になった。不思議な出会いから、傷ついた心を回復していく再生の物語。

ある朝、学校一のトラブルメーカーが、となりの席に座っていた…。くだらない日常、灰色の毎日、やることなすことカラ回りのあたし。が、いつのまにか友情の三角関係の中にいた。14才のホンネ小説。

「階段落ち」という危険なゲームをしたために、前歯をかいて、手首もねんざ。おまけに「四週間プールそうじの刑」。小学校最後の夏休みをプールそうじでつぶすことになったぼくと栗田。ぼくらの夏はサイテーになるはずだった…。

エリート中学生に転校の悲劇。しかもド田舎の学校で、同級生は3人。バカ丸出しのサル男、いつもマスクの暗い女、アイドル顔負けの美女(?)…。ああ、ここは不毛の地? それとも楽園なの?

漫画「ちびまる子ちゃん」の作者が初めて書いたエッセー集。思わず吹き出す爆笑話が人気を呼び，「さるのこしかけ」「たいのおかしら」とシリーズが次々に出版された。気軽楽しめる爆笑エッセー集。

高校2年の夏休みど真ん中。キャプテンがいない隙に、キモい男子新体操部を、オシャレなHIP HOP部に変える!? 朝飯前にバク宙ができる高校生たちの、暑くてゆるい、おバカな青春物語。

友だちって、クラスに一人か二人はいるもんだけど、あたしにはいなかった。先生にもきらわれていた-。実在の尐女・典子の告白をもとに描く、「いじめ」とたたかった女子中学生と不思議な猫たちの物語。

稲荷山をヒト＋キツネ同盟で開発から守れ！先祖代々、裏山の稲荷神社の巫女を務めるマモルの家にやってきた守山さんは、人間たちを守ってきた存在のお使いだった。

自身も被爆して重傷をおいながら、献身的な愛で人びとの救護にあたった永井隆博士。被爆当時の惨状と父のすがたを純真な目で見つめていた尐女が母となり、戦争の悲惨さ、平和の尊さを、次の世代にかたりつたえる。

ハッカドロップ、動物ヨーチ、パラソルチョコレート、金花糖…。時代を彩る駄菓子、エキゾチックな洋菓子、伝統の和菓子とともに、ことばの菓子司が贈る自伝風極上スイーツ小説。お菓子でできたあまくてなつかしい物語。
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書　　　名 著　　者 ＮＤＣ 出版社

でりばりぃＡｇｅ 梨屋アリエ 913 ナ 講談社（文庫）

空色の地図 梨屋アリエ 913 ナ 金の星社
都会（まち）のトム＆ソーヤ　6 　ぼくの家へおいで はやみねかおる 913 ハ 講談社
都会（まち）のトム＆ソーヤ　7　怪人は夢に舞う　理論編 はやみねかおる 913 ハ 講談社
都会（まち）のトム＆ソーヤ　8　怪人は夢に舞う　実践編 はやみねかおる 913 ハ 講談社
都会(まち)のトム&ソーヤ完全ガイド  はやみねかおる 913 ハ 講談社

アンフェアな月 秦 建日子 913 ハ 河出書房新社(文庫）

ガール・ミーツ・ガール  誉田哲也 913 ホ 光文社

走れ!T校バスケット部　6 松崎洋 913 マ 彩雲出版

ブレイブ・ストーリー　３　再会 宮部みゆき 913 ミ 角川書店（つばさ文庫）

ブレイブ・ストーリー　４　運命の塔 宮部みゆき 913 ミ 角川書店（つばさ文庫）

父の詫び状　新装版 向田邦子 914 ム 文藝春秋（文庫）

グラツィオーソ 山口なお美 913 ヤ アルファポリス

彩雲国物語　暗き黄昏の宮 雪乃紗衣 913 ユ 角川書店（ビーンズ文庫）

彩雲国物語　黄粱の夢 雪乃紗衣 913 ユ 角川書店（ビーンズ文庫）

彩雲国物語　黎明に琥珀はきらめく 雪乃紗衣 913 ユ 角川書店（ビーンズ文庫）

さとうきび畑の唄 遊川和彦 913 ユ 汐文社

レイン　５　武闘会、開幕 吉野 匠 913 ヨ アルファポリス(文庫）

レイン　６　大戦勃発! 吉野 匠 913 ヨ アルファポリス(文庫）

レイン　外伝 　仄暗き廃坑の底で 吉野 匠 913 ヨ アルファポリス

嵐が丘 上 E.ブロンテ 933 ブ 光文社古典新訳文庫

嵐が丘 下 E.ブロンテ 933 ブ 光文社古典新訳文庫

ジーキル博士とハイド氏 スティーヴンスン 933 ス 光文社古典新訳文庫

テメレア戦記 ３　黒雲の彼方へ ナオミ・ノヴィク 933 ノ ヴィレッジブックス

テメレア戦記 ４　象牙の帝国 ナオミ・ノヴィク 933 ノ ヴィレッジブックス

雲じゃらしの時間 マロリー・ブラックマン 933 ブ あすなろ書房

クロニクル千古の闇 ４ 追放されしもの ミシェル・ペイヴァー 933 ペ 評論社

クロニクル千古の闇 ５ 復讐の誓い ミシェル・ペイヴァー 933 ペ 評論社

クロニクル千古の闇 ６ 決戦のとき ミシェル・ペイヴァー 933 ペ 評論社

天にも昇る幸せ ルアンヌ・ライス 933 ラ 幻冬舎

びんの悪魔 ロバート・ルイス・スティーブンソン 933 ス 福音館書店

アンネの日記　増補新訂版 アンネ・フランク 949 フ 文藝春秋（文庫）

ペギー・スー　５　黒い城の恐ろしい謎 セルジュ・ブリュソロ 953 ブ 角川書店 (文庫）

ペギー・スー　６　宇宙の果ての惑星怪物 セルジュ・ブリュソロ 953 ブ 角川書店 (文庫）

ペギー・スー　７　ドラゴンの涙と永遠の魔法 セルジュ・ブリュソロ 953 ブ 角川書店 (文庫）

遠い宇宙の果ての惑星カンダルタに、怪物退治の使者として駆り出されたペギーたち。敵は巨大なタコ足怪物。なんとその惑星そのものが、巨大怪物の卵だったのだ! ちょっぴり成長したペギーの活躍満載の第6弾。

真夜中に鏡の中の分身があらわれて、ふしぎな世界に連れ込まれたペギー。またもや遠い宇宙の星の危機を救うよう頼まれる。それはかつてない危険をはらんだ、ドラゴンの涙集めの旅だった! 

大切な人を「魂食らい」にうばわれ、復讐に燃えるオオカミ族の尐年トラク。犯人を追って自分が生まれた「深い森」へと足を踏み入れるが…。シリーズ第5弾。

「魂の夜」に恐ろしいことが起きる。トラクは、最強の「魂食らい」イオストラと対決するため、決死の覚悟で幽霊山へと入っていく…。すべての謎が解ける、シリーズ完結編。

サラは次の誕生日を生きて迎えることはないだろうと思っていた。だが奇跡的に死の病を克服し、生還した。今度こそ新しい人生のスタートを切ろうと決意するが…。

ハワイ島の船乗りケアウエが買ったのは、望めば何でも手に入る不思議なびん。死ぬまで持っていると、永遠に地獄の炎で焼かれるという。ケアウエは願いをかなえた後、びんを売り払うが、愛する女性のため、再びびんを欲するのだった。

ユダヤ人の尐女アンネが、十三歳の誕生日から、ナチスに捕まるまでの二年間を書き綴った日記。ユダヤ人たちの生活や、潜伏生活について・・・彼女の目を通して様々な日常が書かれています。

魔法の瞳でお化けを退治するペギー・スー。この世のものとは思えない、真っ黒なお城にペギーは迷いこむ。そこに現れた不思議な生物とは…。ペギーの大冒険第5弾。

14歳になる夏休み、わたしは一つの庭に出会った。そしてわたしは女の子から女性へ変わりつつあった…。14歳の微妙な心の揺れと成長をさわやかに描くひと夏の物語。

ある日突然、中学三年の初音のもとに、差出人のわからない封書が届いた。中には、8歳の夏休みに未来の自分に宛てて書いた手紙が。なぜ今になって届いたのだろう…? 

創也の家にまねかれた内人。楽しくお茶でもと思っていたら、やっぱりそこには大事件が待っていた。この事件のしかけ人は、ダレ!? おまけの話2編と4コママンガも収録

内　　容　　（図書館流通センターのデータより引用）

柏木夏美は、デビューを目前に控えたミュージシャン。本格的なロックミュージシャンを志向する彼女に、ある人気女性ミュージシャンとのコラボレーションの話が舞い込んで…。「疾風ガール」の続編

1年のときからレギュラーだった加賀屋がT校バスケット部のキャプテンになった。だが、技術に差がありすぎて他の部員と?み合わない。そこで、T校バスケット部のOBで元W大エースの陽一がコーチとなり…。

異世界“幻界”に行ったワタルは、水人族のキ・キーマと、ネ族の尐女ミーナを仲間に、旅を続けていた。ワタルと同じく運命の塔を目指すミツルの自分本位な行動に、ワタルは自分の旅の目的にも疑問を持ち始め…。

最後の宝玉を手に入れるため、動力船の設計図を北の統一帝国に渡そうとするミツル。目的のためには手段を選ばないミツルを見て、ワタルは自分の願いをかなえるための旅に疑問を持ち始める…。感動のシリーズ完結。

伝説のゲームクリエイターを「ぎゃふん」といわせるような、「第六のゲーム」は本当に完成するのか!? ふつうの中学生・内人と、同級生で竜王グループの後継者・創也の冒険を描く。

新しいゲームを完成させた創也は、伝説のゲームクリエイター集団「栗井栄太」に挑戦状をつきつける。「自分が映らない鏡」を見つけて、夢の世界から脱出できるのは誰だ?

「都会のトム&ソーヤ」のガイド本。クイズ形式の内容紹介、人物ファイル、紅茶レシピ、描きおろしマンガ、対談などを収録する。ジャケット折り込み部分に切り取って使える特製しおり付き。

「赤ん坊を誘拐された」と錯乱状態の母親からの110番通報。事情聴取に入った刑事・雪平夏見は、彼女の不審な行動に疑いを持つ。具体的な要求をしない犯人の目的は、赤ん坊の安否は? 

勇猛果敢にして心優しきドラゴンのテメレアは、担い手ローレンスのため、対仏戦争の戦力とならんとする。しかし、孵化直前のドラゴンの卵を受け取るためオスマン帝国へゆけという密命が…。

命からがらのプロイセンからの敗走。援軍はついに来なかった。祖国でいったい何が起きているのか? 小さな火噴き竜イスキエルカとともに帰国したテメレアとローレンスを待っていたのは…。

藍州から帰還した監察御史の秀麗に届いた、驚きの報せ。なんと、吏部侍郎の絳攸が投獄されたというのだ！罪状は、侍郎として、尚書・紅黎深の職務怠慢を止められなかったというもの。

昭和16年、沖縄。写真館を営む平山幸一夫婦と5人の兄弟の家族は楽しく幸せに暮らしていた。しかし、12月8日真珠湾攻撃を境に家族はバラバラに…。

サンクワールの王位に就いたシェルファのもと、レインは人材登用を目的に武闘会を開催する。だがその中に、王位に就いたシェルファを狙う暗殺者が! そして時同じくして、宿敵レイグルもまた、新たな動きを見せていた…。

宴会帰りの父の赤い顔、母に威張り散らす父の高声、朝の食卓で父が広げた新聞…だれの胸の中にもある父のいる懐かしい家庭の息遣いをユーモアを交じえて見事に描き出し、“真打ち”と絶賛されたエッセイの最高傑作。

県大会突破すら考えられなかった弱小吹奏楽部が、謎の美人教師の指導で生まれ変わり、吹奏楽の甲子園・普門館への出場権を目指す。吹奏楽に捧げる爽やか青春ストーリー

紅秀麗が、姿を消した！その報は瞬く間に朝廷を駆け巡り、国王の紫劉輝は心を痛める。秀麗の安否は気になるが、一官吏の彼女を特別扱いできない。側近の藍楸瑛は、密かに秀麗を捜すことを決意する。

秀麗を支える天下無敵の燕青と静蘭。交わるはずのなかった彼らの運命が交錯した夏を描く鮮烈な中編（「空の青、風の呼ぶ声」）ほか、秀麗の父・邵可と母・薔君の宿命の出会いと命がけの求婚を描く、書き下ろしを収録。

「詩を書いてみよう」　先生にそういわれて思いついたのは、デービーのこと。これまでだれにも話したことのなかった、ぼくとデービー、ふたりだけの秘密…。「詩」を通して自分を見つめなおす尐年の姿を描く。

「おまえの魂は、わたしが命令するところへ出かけていく…」 胸に刻まれた「魂食らい」のしるしがトラクを追いつめる。たったひとりで生き残れるか? シリーズ第4弾。

ドラゴンスレイヤーと噂される黒衣の戦士、レイン。彼はただひたすらに強くなることを目指し旅していた。やがてレインは、大陸单西部の小国でひとりの尐女と出会う。彼女は大国の脅威にさらされるサンクワールの王女だった…。

異世界に存在する大陸ミュールゲニア。その单西部に位置する小国サンクワール?かつて魔法石の鉱山だったそこは、いまや魔獣の巣窟と化していた。剣と魔法の最強戦士ファンタジー「レイン」シリーズ、初の外伝２本立て。

第８回　新着図書展示会　１２月　８日（木）、９日（金）　実施

ヨークシャの荒野に立つ屋敶“嵐が丘”。その为人が連れ帰ったヒースクリフは、屋敶の娘キャサリンに恋をする。しかしキャサリンは隣家の息子と結婚、ヒースクリフは失意のなか失踪する。数年後、彼は莫大な財産を手に戻ってきた。自分を虐げた者への復讐の念に燃えて…。

ヒースクリフはリントン家の娘イザベラを誘惑し結婚する。一方、キャサリンは錯乱の末、娘を出産して息絶える。ついに嵐が丘を我が物としたヒースクリフだが、その復讐の手は次の世代へとのばされていく。

街中で尐女を踏みつけ、平然としている凶悪な男ハイド。彼は高潔な紳士として名高いジーキル博士の家に出入りするようになった。二人にどんな関係が？弁護士アタスンは好奇心から調査を開始する。


