
生徒・保護者の皆様へ

【６月１日発行】

『さがし絵で発見!世界の国ぐに　全１８巻』

1 日本 7 ロシア 13 ミャンマー

2 韓国 8 ブータン 14 トルコ

3 中国 9 サウジアラビア 15 デンマーク・ノルウェー・スウェーデン

4 イギリス 10 フランス 16 オーストラリア

5 アメリカ 11 インド 17 イタリア

6 スリランカ 12 ブラジル 18 エジプト

『なるほど世界地名辞典　全６巻』 『なるほど日本地名辞典　全６巻』

『ヒミツの手帳　シリーズ』

第１３弾 ラブラブ♥天使の恋まじない 第１６弾 トキメキ♥星の女神の恋うらない 

第１４弾 ドキッ★女神の相性うらない 第１７弾 ドキドキ♥天使の名前うらない

第１５弾 キラッ★妖精の心理テスト  

『５分後に意外な結末』　１巻から５巻

1巻は、「開いた窓」「学校嫌い」「復讐」など30編を収録。

2巻は、「100ドルを借りにきた男」「犯行動機」「盗まれた手紙」など30編を収録。

3巻は、「迷惑な隣人」「塀のなかのルール」「正義が勝利した日に」など27編を収録。

4巻は、「神父と死刑囚」「ゲームの行方」「注文の多いお客」など30編を収録。

5巻は、「よき妻」「小さな目撃者」「アイドルの素質」など29編を収録。

『小説ちはやふる 中学生編　全５巻』 『アオハライド　全５巻』

『ないちゃいそうだよ』シリーズ

２巻　『もっと泣いちゃいそうだよ』  ５巻　『ほんとは好きだよ』

３巻　『いいこじゃないよ』 ６巻　『かわいくなりたい』

４巻　『ひとりじゃないよ』 ７巻　『ホンキになりたい』  

谷川中学校

学校司書　赤塚　繁樹

第１回　新着図書　展示会（１５０冊）

６月５日（金）昼休み　即日貸出開始
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空想科学読本　15

食べるなら、どっち!?

犬から聞いた素敵な話
涙あふれる14の物語

犬から聞いた素敵な話
あなたと暮らせてよかった

本当にコワい?食べものの正体

エネルギー危機のサバイバル　1

エネルギー危機のサバイバル　2

発明対決　1

発明対決　2

発明対決　3

発明対決　4

発明対決　5
「外食の裏側」を見抜くプロの全スキ
ル、教えます。

アイスプラネット

神様のカルテ 0

貴族と奴隷

学年ビリのギャルが１年で偏差値を４０上げ
て慶應大学に現役合格した話

よろず占い処
陰陽屋あやうし
よろず占い処
陰陽屋アルバイト募集
よろず占い処
陰陽屋の恋のろい
よろず占い処
陰陽屋へようこそ

三匹のおっさん ふたたび

神様の御用人　１

神様の御用人　２

神様の御用人　３

植物図鑑

旅猫リポート  

櫻子さんの足下には死体が埋まっている　1

櫻子さんの足下には死体が埋まっている　2

櫻子さんの足下には死体が埋まっている　3
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比べたがる、敵・味方を作りたがる、形ばかりのつながりを求める…。女性同士の人間関係の悩みに対し、「とりあえずの
対処法」「攻撃を受けない方法」「本当の意味での良い関係を築くには?」の3つのステップを解説する。

地球上にブラックホールを作った「仮面ライダー龍騎」、巨大なミキサー車で日本海を埋め立てた「ユンボル」…。豊かな想
像力で生み出した「空想科学の世界」を真正面から検証し、予想もしなかった科学的結論を導く。

スナック菓子、インスタントラーメン、ヨーグルト、野菜ジュースなど、子どもがよく口にする代表的な製品をとり上げ、食べる
(飲む)ならどちらが適しているかを、具体的な製品名をあげて判定する。

普段口にしているアノ食べものは、何でできている? 食品の裏側が気になる人のためのガイドブック。食品選びの際に本当
に気をつけたいこと・本来は気にしなくてもいいことを科学的な視点から解説する。

休暇を過ごすケイを追いかけて、スキー場にやって来たジオたち。夜景を楽しむのも束の間、ブラックアウトが発生し、街で
は大混乱が起こってしまい…。楽しく読めるサバイバル科学漫画。

電気と石油が消えてから数日。大混乱を解消するには発電所を稼働させるしかないが、発電所にたどり着くこともままなら
ない。ジオはエネルギーを作り出すことができるのか? 楽しく読めるサバイバル科学漫画。

乾燥機能付きハンガー、窓拭きに便利なマグネットクリーナーなどの奇抜な発明品から、磁石の性質や加速度の原理など
をやさしく解説。暮らしに役立つ発明品を通じて創意工夫する力を育てる発明漫画。

傘付き安全リュック、防水カバー付き傘などの奇抜な発明品から、傘に使われている弾性や斜面の原理などをやさしく解
説。生活に役立つ発明を通じて、創意工夫する力を育てる発明漫画。

便利な電球交換器、光の反射サッカーゲーム、太陽の高度測定器などの奇抜な発明品から、光の特性や大気圧、太陽の
高度などをやさしく解説。生活に役立つ発明を通じて、創意工夫する力を育てる発明漫画。

ラジコンゴム動力飛行機、滑らない安全松葉杖などの奇抜な発明品を通して、揚力の原理、物質の性質などをやさしく解
説。生活に役立つ発明を通じて、創意工夫する力を育てる発明漫画。

縦に並べる卵ケース、水を使わない半身浴用浴槽などの奇抜な発明品を通して、熱の移動、水の状態変化、弾性力など
をやさしく解説。生活に役立つ発明を通じて、創意工夫する力を育てる発明漫画。

食のプロや業界関係者のあいだで「食品業界を知り尽くした」と言われる男が、外食のショッキングな裏側を明らかにし、何
でもありの仕入れ品の見抜き方を教える。覆面食べ歩きレポートも掲載。

ぼくの家には、母の弟の「ぐうちゃん」がいる。世界中を旅してきたぐうちゃんの話は信じられないような「ほら話」ばかりだけ
ど、とても面白くて…。光村図書の国語教科書(中学2年)に収録された同名短編をベースにした作品。

医師国家試験直前の一止とその仲間たちの友情を描く「有明」、本庄病院の内科部長・板垣と事務長・金山の不思議な交
流を綴る「彼岸過ぎまで」など、「神さまのカルテ」にまつわる人々の前日譚全4編を収録した短編集。

寒村に拉致された盲目の中学生・伸也たちに、「貴族と奴隷」という驚愕の実験が命じられた。劣悪な環境、強制労働、謎
の収穫物。異常な状況が尐年たちを尐しずつマヒさせてゆき、王様の登場で混乱は頂点を迎えるのだが…。

それぞれの飼い主と愛犬は、出会いや生き方、暮らし方も十人十色。ひとり暮らしの老人と犬、わが子と兄弟のように育つ
犬…。取材でていねいに拾い集めた、“飼い主と愛犬とのキズナ”が感動を呼ぶ14話のエピソード集。

つらいときも、悲しいときも、キミは、いつもそばにいてくれる。それだけで、あたしは元気になれる…。飼い主から愛犬へ、
愛犬から飼い主へ。通い合う心をそれぞれの目線で綴った、感動を呼ぶ14話のエピソード集。

塾講師・坪田先生と、偏差値30の金髪ギャル・さやかちゃんの、1年半にわたる苦闘と慶應義塾大学現役合格までの奇跡
をつづる。単行本から受験メソッド等を大幅カットし、ストーリー部分だけを抜き出した文庫特別版。

安倍祥明がよろず相談ごとをうけたまわる占いの店「陰陽屋」は、王子稲荷界隈のみなさまに支えられて順調に営業中…
だったのだが、アルバイトの妖狐、狐耳尐年沢崎瞬太の高校の熱血担任が乗り込んできてひと騒動。

王子稲荷ふもとの商店街、ホストあがりのイケメン毒舌陰陽師・祥明が営む占い店に、彼が元いた店の若手ホストたちが
おしかけてくる。人捜しを頼まれたはずが、なぜかカリスマホストと店を賭けた大勝負に…。シリーズ第4弾。

王子稲荷ふもとの商店街、イケメン毒舌陰陽師が営む占い店「陰陽屋」に、瞬太のクラスメイトがかけこんでくる。文化祭の
演劇でのヒロイン役を狙って争う女子2人からの依頼は、不穏な雰囲気で…。シリーズ第3弾。

母親にひっぱられて、中学生の沢崎瞬太が訪れたのは、王子稲荷ふもとの商店街に開店したあやしい占いの店「陰陽
屋」。店主はホストあがりのイケメンにせ陰陽師。アルバイトでやとわれた瞬太は、じつはキツネの耳と尻尾を持つ拾われ
妖狐。

還暦を迎えたおっさん達が再び見参! 武闘派のキヨとシゲ、頭脳派のノリ。「三匹のおっさん」が、万引きや不法投棄など地
域の問題に立ち上がる! 2015年4月スタートの同名TVドラマの原作。シリーズ第2弾。

神様たちの御用を聞いて回る人間、“御用人”。ある日突然、モフモフの狐神・黄金からその役目を命じられたフリーターの
良彦は、古事記やら民話やらに登場する神々に振り回されることになり…。

名湯探しに家探し、井戸からの脱出の手伝いに、極めつけは夫の浮気癖を治してほしい!? 神様の無理難題に頭を抱える
良彦はある日、不思議な尐女・穂乃香に出会う。誰にも言えない秘密を胸に秘めた彼女と、神様の関係とは?

個性的すぎる洋服を押し付けられ、相撲勝負に柄杒探し、おまけにお菓子作りまで!? 穂乃香の協力を得て御用人の役目
に励む良彦もまた、神様との出会いによって尐しずつ変わりはじめる。今の自分にできることとは…。

「お嬢さん、よかったら俺を拾ってくれませんか? 咬みません。躾のできたよい子です」 思わず拾ってしまったイケメン・イツ
キとさやかの風変わりな同居生活が始まった。とびきり美味しい“道草”恋愛小説。レシピも掲載。

5年前、サトルに拾われて幸せにくらしてきたオス猫のナナ。しかし、サトルはナナを手放さなければならなくなってしまっ
た。引き取り手を探すため、サトルとナナは銀色のワゴンに乗って旅に出る。

平凡な高校生の僕は、レトロなお屋敷に住む美人なお嬢様、櫻子さんと知り合いだ。彼女は骨を組み立てる標本士である
一方、殺人事件の謎を解く、検死官の役もこなす。そして僕は、今日も彼女に振り回されて…。

骨を偏愛する櫻子さんは、骨と死体の状態から真実を導くことができる型破りなお嬢様。平凡な高校生の僕は、夏の初め、
櫻子さんに付き合って出かけた山道でひっそりと眠る骨と遭遇する。骨に隠された悲しい秘密とは…。

美しい骨を愛でるのが大好きなお嬢様、櫻子さんが、僕の高校の文化祭に来ることになった。黙っていれば魅力的な彼女
に、密かにときめく僕だけど、理科準備室で人骨が見つかり…。
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北海道・旭川の冬は長い。僕と、骨を偏愛するお嬢様・櫻子さんは、雪が降る前に森でフィールドワークをすることに。担任
の磯崎先生も一緒に森へ入るが、そこに先生のかつての教え子が行方不明だという報せが届き…。

正太郎と櫻子は、櫻子が敬愛する法医学者の叔父が追いかけていた、ある事件の調査のために函館に向かう。その事件
と2人が解決した事件に共通するのは、蝶の形をした骨・蝶形骨。2人は時を超えた謎に挑むが…。

幼児なみの知能しかない32歳のチャーリイに、知能向上の手術の話が舞いこみ、白ネズミのアルジャーノンを競争相手に
検査を受ける。やがて手術により天才に変貌したチャーリイだが…。著者追悼の訳者あとがきを付した新版。

私の名前は黄泉。恐怖の世界の案内人です。何気ない日常の中で、大きく口を開けて待っているもうひとつの世界へ、あ
なたをご招待しましょう…。「悪魔のゲーム」「処刑教室」など4つの怖い話を掲載。コミックスのノベライズ。

私の名前は黄泉。恐怖の世界の案内人です。退屈な昼間の授業とはちがう、身の毛のよだつ授業に、あなたをご招待しま
しょう…。「黒猫サーヤ」「優しいママの家」など4つの怖い話を掲載。コミックスのノベライズ。

私の名前は黄泉。恐怖の世界の案内人です。思わず叫び声をあげてしまうような、身も心も凍る闇の授業にご招待しま
しょう…。「傘子さんが来る」「ブラック掲示板」など3つの怖い話を掲載。コミックスのノベライズ。

私の名前は黄泉。恐怖の世界の案内人です。思わず叫び声をあげてしまうような、身も心も凍る闇の授業にご招待しま
しょう…。「脳力サプリメント」「金のなる木」など4つの怖い話を掲載。コミックスのノベライズ。

私の名前は黄泉。恐怖の世界の案内人です。思わず叫び声をあげてしまうような、身も心も凍る闇の授業にご招待しま
しょう…。「おそろい学級」「山の番人」など4つの怖い話を掲載。コミックスのノベライズ。

私の名前は黄泉。恐怖の世界の案内人です。思わず叫び声をあげてしまうような、身も心も凍る闇の授業にご招待しま
しょう…。「奇跡のソプラノ」「親友チョコレート」など4つの怖い話を掲載。コミックスのノベライズ。

古本屋と一緒の世界旅行で、ラスベガスに来た夕士。そこに千晶先生も合流して、ラスベガスの最高で忘れられない夜が
始まる…。 妖怪アパートの面々の「その後」もわかる外伝

毎年地区大会どまりの富士ケ丘高校演劇部に、学生演劇の女王だった新任の先生がやってきた。全国大会に行くという
目標をもった部員たちは、演劇ひとすじの日々を過ごし…。2015年2月公開の同名映画のノベライズ。

千鶴が夏休みの補習をのりこえ、やってきた二学期。北幌高校の二年生は、11月の沖縄への修学旅行に心躍らせてい
た。風早や仲間たちといっしょの修学旅行はほんとうに楽しみ。

沖縄への修学旅行もいよいよ後半戦。あやねは旅行直前にできた彼氏の茂木と過ごしキスをする。千鶴のところには、龍
に告白してフラれた女子が話しにくる。そんな中、爽子は風早と急接近するが…!? 人気コミックの小説版。

龍に告白され、今までの関係ではいられなくなってしまうと悩み、自分の気持ちをぶつけにいく千鶴。一方、爽子は、風早と
恋人同士になって初めて迎えるクリスマスをふたりで過ごせるか心配していたが…。人気コミックの小説版。

風早と付き合い始めた爽子だが、修学旅行の後からどこかぎくしゃくしてしまう。一方あやねはケントのアプローチに戸惑い
気味。それぞれの思いをのせて、クラス主催のパーティーが始まり…。同名コミックのノベライズ第13弾。

VRMMO「GGO」の世界で、理想のチビアバターを手にした長身コンプレックスの香蓮。美人プレイヤーのピトフーイと意気
投合した“レン”は、チームバトルロイヤル版<スクワッド・ジャム>への参戦を打診され…。

突如、全てのプレイヤーにアナウンスされた、第2回スクワッド・ジャム。知らせを受けた第1回大会優勝者の香蓮は、あまり
気が乗らない様子。そんな中、香蓮に忍び寄る謎のストーカー男が口にした言葉は…。

これは、8月14日と15日の物語。やけに煩い?の声、立ち揺らめくカゲロウ。真夏日のある日にある街で起こったひとつの事
件を中心に、様々な視点が絡み合っていく…。新感覚の青春エンタテインメント小説。

これは、尐年と尐女の物語。あの事件のその後の話。そして、とある「過去」が明らかになる…。全ての楽曲を?ぐ物語はつ
いに核心へ! ボカロ界の人気クリエイター・じん(自然の敵P)による書き下ろしノベル第2弾。

とある夏の日に尐年尐女たちは出会った…。それぞれの「目」に宿る能力を武器に、メカクシ団に迫る謎を解き明かせ! ボ
カロ界の人気クリエイター・じん(自然の敵P)による書き下ろしノベル第3弾。

それぞれの「目」に宿る力に導かれるようにメカクシ団の下へ集まった彼らは、謎の現象「カゲロウデイズ」に潜む闇とその
背後にいるものに迫る。ボカロ界の人気クリエイター・じん(自然の敵P)による書き下ろしノベル第4弾。

不思議な能力のせいで辛い思いをしてきたカノ・キド・セトの3人は、孤児院を出て尐女アヤノが暮らす楯山家に引き取られ
ることになるが…。ボカロ界の人気クリエイター・じん(自然の敵P)による書き下ろしノベル第5弾。

ある日シンタローをとりまく光景が突然変貌を遂げる。彼の身に何が起きたのか。そこで出会ったのは、心を通わせられな
かった先輩・遙だった…。ボカロ界の人気クリエイター・じん(自然の敵P)による書き下ろしノベル第6弾。

ただ『巨人』に捕食される人類は、壁の内で生存するだけだった。工房で働く主人公・アンヘルは、壁の外を調査する調査
兵団を『巨人』から守る兵器を開発していたが、誰も『巨人』の弱点を知らず未だ彼らを倒した者はいない。

人間を捕食し、嘔吐するという謎の行動を繰り返す巨人の吐瀉物から発見された赤ん坊は、人々から忌み嫌われ野生児
のように成長する。やがて「巨人の子」キュクロは、生い立ちとの決別と人類の存亡を賭け、調査兵団に入隊する。

人類の敵・巨人の嘔吐物から救い出された尐年・キュクロは、数奇な運命を経て調査兵団に入隊する。やがて宙を舞うこと
のできる「立体機動装置」が開発され、キュクロはそれを背に、自分の運命を変えた巨人に立ち向かう!

あの手に襷をつないで、力を振りしぼって、ゴールまであと尐し。寄せ集めメンバーと頼りない先生の元で、最後の駅伝に
のぞむ中学生たちの夏を描く青春小説。

心優しいクラスメイトの絵美と親しくなった結衣は、絵美の好きな男の子が、親友・花日の彼氏・高尾であることに気づいて
しまい…。

花日と結衣のクラスにやってきた、2人の女の子の転校生。2人の存在が、花日や結衣、クラスの空気に変化をもたらしは
じめ…。12歳の尐女のピュアな悩みと初恋を描いた人気マンガを、オリジナルストーリーでノベライズ。

結衣も花日も彼氏がいるけれど、毎日楽しいことばかり、なんてことはなく、2人の悩みはつきなくて…。12歳の尐女のピュ
アな悩みと初恋を描いた人気マンガを、オリジナルストーリーでノベライズ。

課題の作文のタイトルは「将来の夢」。私の夢ってなんだろう。過去・現在・未来の間で、結衣や花日の心は揺れ動いて…。
12歳の尐女のピュアな悩みと初恋を描いた人気マンガを、オリジナルストーリーでノベライズ。
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伝説のゲームクリエイター集団、栗井栄太の新作ゲーム「DOUBLE」がベールをぬぐ! ゲームに参加した創也と内人たちの
まわりで、つぎつぎと不思議なできごとが。これはゲームなのか、現実なのか?

栗井栄太も乱入する危険な体育祭。予算を削られた文化系クラブと生徒会の対立にまきこまれるふたり。そして、内人の
下駄箱にラブレターが!? 創也と内人ははたして「いい夢」を見ることができるか?

悪事を働いた尐年3人が逃げ込んだ古い家。そこはかつて悩み相談を請け負っていた雑貨店だった。廃業しているはずの
店内に、突然シャッターの郵便口から、時空を超えて過去からの悩み相談の手紙が落ちてきて…。

ホテル・コルテシア大阪で働く山岸尚美は、ある客の仮面に気づく。一方、東京で発生した殺人事件を捜査する新田浩介
は1人の男に目をつけ…。「マスカレード・ホテル」の2人が出会う前の物語。『小説すばる』掲載を文庫化。

瀬戸内の島の東屋で、ビルの窓掃除のゴンドラの上で、古いアパートの一室で、わたしは「N」を守ることを決意した…。悲
劇的な殺人事件の真実を、モノローグ形式で解き明かす連作長編。

ビル5階にある新興宗教の道場から、信者の男が転落死し、教祖が念を送って落としたと自首してきた。湯川はからくりを
見破ることができるのか-。「幻惑す」をはじめ、「透視す」「心聴る」など全7編を収録する。

「雪が解け、気温が上昇すると散乱する生物兵器を埋めた」と脅迫してきた犯人が事故死してしまった。回収を命じられた
研究員は、息子とともにあるスキー場へ向う。だが予想外の出来事が、次々と彼等を襲い…。

美術部の天然尐女・あかりに片思い中の蒼太。勇気を出して告白したらまさかのOK!? でも、あかりはまだ本当の恋を知ら
なくて…? HoneyWorksの胸キュン楽曲「告白予行練習」につづく小説化、第2弾!

美桜と映研のスター・春輝は、毎日一緒に帰る仲。気持ちを隠したままの美桜に、春輝は好きな人が「いるよ」と答える。し
かも春輝が幼なじみの夏樹に「告白」して!? HoneyWorksの「告白予行練習」シリーズ第3弾。

烏野高校バレー部に入部した翔陽は、ライバルの天才セッター・飛雄や新たな仲間たちとともにインターハイ出場をめざ
し、人生はじめての強化合宿に挑む。同名の漫画25?34話「烏野強化合宿」のノベライズ。

IH予選前、大会にかける意気ごみを全校生徒の前で決意表明する壮行式。その一大イベントを前に、田中&西谷率いる烏
野高校2年生たちが、とある計画を実行に移そうと暗躍し…。

仲良しのユーレイ、ウリ坊と美陽の言うことがときどき聞こえなくなってしまったおっこ。霊界通信力をとりもどすために、魔
界で「思い出接客」をすることに…。切り取り式「大集合ポスター」付き。

おばあさんの古い家で暮らすことになった「ぼく」。ある日、家の梁の上の暗がりを見ていた「ぼく」は、じっと下を見ている男
の顔を見つけた。こわくなった「ぼく」は、おばあさんに聞いてみるのだけど…。

静かにあたためてきた想い。無骨な青年店員の告白は美しき女店主との関係に波紋を投じる。古書にまつわる人々の数
奇な物語-それにより女店主の心にも変化が? すべての答えの出る時が迫っていた…。

太宰治の「晩年」を奪うため、美しき女店主に危害を加えた青年が、ビブリア古書堂の2人の前に依頼者として現れる。本を
追ううち、2人は太宰の稀覯本を巡る盗難事件に辿り着く。それには2人の祖父母が関わっていた…。

フランスのアルルで、ゴッホの名画「ひまわり」の一枚で消失したと言われていた「芦屋のひまわり」と同じ構図の作品が発
見され、オークションにかけられた。ニューヨークのオークション会場でこの絵を落札したのは、なんと園子の叔父で鈴木財
閥の相談役でもある次郎吉。

阿笠博士の家のお風呂が壊れて、銭湯に行くことになったコナンと灰原、そして蘭。ひとりで男湯に入ったコナンは、浴室
の入り口で足を滑らせて転倒し、気を失ってしまい…。2014年スペシャルアニメのノベライズ。

「アッコ女史」こと黒川部長の1週間のランチと手作りのお弁当を交換することになった三智子。彼女のルーティンに従って
外でランチをするうちに元気が湧いてきて…。表題作ほか全4編を収録。

新築のツインタワービルの関係者がふたり、立て続けに殺害された。深まる謎を追うコナンたちは、逃げ場のない超高層ビ
ルで絶体絶命の窮地に陥り…。2001年4月公開の同名映画のジュニア向けノベライズ。

寺から盗まれた本尊のありかを示す暗号を解いて欲しいと依頼され、京都にやってきたコナンたち。服部平次と再会したコ
ナンは、ふたりで犯人の手がかりを捜すが…。2003年4月公開の同名映画のジュニア向けノベライズ。

美人OLが惨殺された不可解な事件を巡り、一人の女に疑惑の目が集まった。彼女は残忍な魔女なのか、それとも…。噂
話の嵐の中に真相を探るミステリ長編。2014年公開映画の原作。

霊界通信力を取り戻すため、魔界で「思い出接客」をはじめたおっこ。けれど鈴鬼の指示どおりにしたことが、魔界のルー
ルに反すると知らされ中断することに…。完結編。切り取って使うポストカード&ファンブック付き。

雪山のペンションにやってきたぼくは、行きの電車で不思議な女の子と「白い本」に出会う。一度別れたはずなのに、その
後再び女の子と本に遭遇し…。「黒い本」「赤い本」に続く怪談集シリーズ第3弾。

部活の夏合宿で百物語をすることになった碧のまわりでふしぎなことが起こる。同じ頃、塾の夏合宿で百物語をしていた双
子の弟・蒼にも危険が…。碧は合宿から無事に帰ることができるのか? 怪談集シリーズ。

孝広は幼いころに事故で両親を亡くし、叔父夫婦のもとに身を寄せている。夏休みが始まり、寂しさを紛らわせようと大好き
な野球に打ち込むのだが、そこへ謎の男の子が現れた。必ず雨とともに姿を見せる彼はいったい何者なのか?

ふたたび現実世界にやってきた孝平は、街中でたたずむ男の子と出会う。とある母子の様子を眺め続ける男の子は決して
名前を言わず、孝平は仕方なく「ナナシ」と名付け…。哀しみを背負った「ナナシ」は幸せになれるのか。

図書館で「黒い本」という怪談の本を見つけたぼく。本を読み進むうちに、本と同じような恐怖がぼくの周りで起こり始め…。
驚愕のラストが待つ、極上の怖い話。

臨終まぎわ、紫のチョウが現れて、母は死んだ。学校では、無人のはずの村崎屋敷に人影が、学校のおどり場の鏡からは
ムラサキババアが現れるという噂も広がり…。本の怪談シリーズ第6弾。

元刑事で一人娘が失踪中のD県警広報官・三上。記者クラブと揉める中、昭和64年に起きた誘拐殺人事件への警察庁長
官視察が決定する。だが被害者遺族には拒絶され、刑事部には猛反発をくらい…。2015年放送ドラマの原作。

塾の夏合宿で百物語をすることになった蒼のまわりでふしぎなことが起こる。同じ頃、部活の夏合宿で百物語をしていた双
子の姉・碧にも危険が…。蒼は合宿から無事に帰ることができるのか? 怪談集シリーズ。

新居の屋根裏で「赤い本」という怪談の本を見つけたわたし。本を読み進むうちに、本と同じような恐怖がわたしの周りで起
こり始め…。驚愕のラストが待つ、極上の怖い話。


