
生徒・保護者の皆様へ

【６月８日発行】

『町工場の底力』　全４巻

1 　宇宙開発をささえる 2 　ロケットを飛ばす 

3 　夢のロボットを実現 4 　深海をめざす 

『あのヒット商品はこうして生まれた！』　全３巻

第1巻 　ルンバ・Suicaほか 第2巻 　ガリガリ君・プレミアムロールケーキほか 

第3巻 　ヒートテック・瞬足ほか 

『ソロモンの偽証』（文庫版）　全６巻

『泣いちゃいそうだよ』シリーズ

ＮＯ　８　『いっしょにいようよ』 ＮＯ１３　『ずっといっしょにいようよ』

ＮＯ　９　『もっとかわいくなりたい』 ＮＯ１４　『やっぱりきらいじゃないよ』

ＮＯ１０　『夢中になりたい』 ＮＯ１５　『大好きがやってくる』

ＮＯ１１　『信じていいの?』 ＮＯ１６　『大好きをつたえたい』

ＮＯ１２　『きらいじゃないよ』

『絶叫学級』シリーズ

ＮＯ　７ 2013年6月公開映画のノベライズとコミックスのノベライズ全3編を収録。

ＮＯ　８ 「消滅黒板」「お魚家族」など4つの怖い話を掲載。

ＮＯ　９ 「理科室の友人」「図書室の魔女」など4つの怖い話を掲載。

ＮＯ　１０ 「女王様の種」「黄泉様の言う通り」など3つの怖い話を掲載。

ＮＯ　１１ 私の名前は黄泉。恐「幽霊トンネル」「丑の刻参り」など4つの怖い話を掲載。

ＮＯ　１２ 「お兄ちゃんと一緒」「ピンポン女」など4つの怖い話を掲載。

ＮＯ　１３ 「ベストフレンド」「雪女」「黄泉の扉」の3つの怖い話を掲載。

谷川中学校

学校司書　赤塚　繁樹

第２回　新着図書　展示会（108冊）

６月１５日（月）昼休み　即日貸出開始

中学校学習指導要領の社会科地理的分野に完全準拠！7つの地方ごとに日本のすがたを詳しく
紹介。1巻から7巻では、それぞれの地方の地形や気候などの自然環境、歴史・文化、人口・都市、
交通・通信、産業について教科書や資料集よりも詳しく解説。8巻では日本全体の自然、防災、人
口、都市、交通、生活・文化、産業などについて記述。9巻には、各都道府県の基本データや資料・
総索引も収録。

『帝国書院 地理シリーズ 日本のすがた』　全９巻

クリスマス未明、一人の中学生が転落死した。柏木卓也、14歳。彼はなぜ死んだのか。殺人か。自
殺か。謎の死への疑念が広がる中、“同級生の犯行”を告発する手紙が関係者に届く。さらに、過
剰報道によって学校、保護者の混乱は極まり、犯人捜しが公然と始まった――。
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ロボット世界のサバイバル1

洪 在徹

725 ナ

786 ホ

１　観察しよう

２　実験しよう

３　歴史をしらべよう

錯
覚
体
験
！

３Ｄトリックアート　１
立てたらびっくり!!

３Ｄトリックアート　２
開いてびっくり!!

地
層

っ
て
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ん
だ
ろ
う

大気汚染のサバイバル

フランス人は10着しか
服を持たない

内　　容　　紹　　介請求記号書　　　名

永井 秀幸編著 汐文社

ちいさなあなたへ

空想科学読本16

金 政郁 548

３Ｄトリックアート　３
飛び出てびっくり!!

調べ学習の基礎の基礎

本で調べてほうこくしよう

追跡！なぞの深海生物

ヒマラヤのサバイバル　2

紙つなげ

ロボット世界のサバイバル2

ロボット世界のサバイバル3

ヒマラヤのサバイバル　1

伝え方が9割

光とともに…　１４

ピーター・レイノルズえ

藤原 義弘写真・文

佐々 涼子

キ

佐々木 圭一

戸部 けいこ

ジェニファー・L.スコット

ウィートファクトリー文

柳田 理科雄

赤木 かん子

目代 邦康編著

早川書房

秋田書店

主婦の友社

大和書房

飛行機で巨大な砂嵐に遭遇し、中東の見知らぬ街に緊急着陸したジオとピピ。災害レベルのスモッグ
に覆われた街から出られなくなったジオたちは、果たして無事に脱出できるのか?

あかね書房

地球の歴史の中で起こったさまざまなイベントは、石ころや地形の凹凸の中に記録されている。石ころ
や地層、地形などを調べることで、地球の歴史を読み解く方法を紹介する。

クジラを骨まで食べるものや、有毒ガスを栄養に変えて生きるものなど、深海生物たちの個性豊かな姿
と生態を、美しい写真とともに紹介する。

世界ロボット大会に参加したジオたち一行。だが、突然停電が起きてロボットワールドに閉じ込められて
しまう。さらに、ロボットたちの動きもおかしくなってしまい…。楽しく読めるサバイバル科学漫画。

モジュール型ロボットから逃れ、ホッとしたジオたちだったが、搬送ロボットに、溶接ロボットの火花の前
に連れて行かれて…。楽しく読めるサバイバル科学漫画。

博士を探すジオたちの前に無人偵察機、知能型警備ロボットなど、これまでとは次元の違う実戦戦闘ロ
ボットが次々と現れる。ロボットサバイバル最終決戦の行方は?

456 モ

朝日新聞出版

ダイヤモンド社

KADOKAWA

028 シ

伝え方にはシンプルな技術があり、感動的なコトバはつくることができる。ヒットを連発するコピーライ
ターが、膨大な時間とトライ&エラーで導き出した、ひとの心を揺さぶる伝え方の技術を紹介する。

本や図書館での“調べかたの基本”や、本のしくみ、百科事典の引きかた、図書館のしくみなどを解説。
だれでも調べものが簡単に楽しくできるようになります。

金の星社

「調べかた」は、それを知らなければ難しいのですが、ちゃんと手順を知っていれば、簡単で楽しく、面白
いのです。本で調べて報告するやりかたを教えます。

中学生に読んでほしい日本の本を紹介し、内容をわかりやすく解説します。キーワード・テーマ、書名、
作家名・画家名・訳者名から引ける、便利な索引付き。

中学生に読んでほしい海外の本を紹介し、内容をわかりやすく解説します。キーワード・テーマ、書名、
作家名・画家名・訳者名から引ける、便利な索引付き。

著　者 出版社

新・どの本よもうかな?　日本編

新・どの本よもうかな?　海外編

日本子どもの本研究会編

赤木 かん子

父・雅人の転勤を機に引っ越しすることになった東家。新しい環境に光がうまく慣れていってくれるか、
周囲の人々は気にかかる。そんな折、学校で光と同級生の女子・瀬戸との仲をひやかす生徒たちが出
てきた。その真相は……!?

ポプラ社

ポプラ社

「弱虫ペダル」巻島祐介の激しいダンシング走法は効果的か? 「マギ」津波で風を押し戻したシンドバッ
ド、やり方は正解? 話題のアニメや漫画作品35の「科学的に気になる部分」を科学検証する。

汐文社　 

身近にある地形や地層の観察のしかたを、海岸や川、山、南の島、街などの場所ごとに解説。また、地
層の一番表面が地形であり、逆に地形からそこの地層概要も解読できるという観点から、地層と地形の
関連も説明する。

地層を実験で再現できれば、その地層がつくられた当時の環境を知ることができる。実際の地層や地
形と似たものを作る実験の方法とコツを、写真やイラストをまじえて解説する。実験に役立つ本も紹介

東日本大震災で被災した日本製紙・石巻工場。機能は全停止し、従業員でさえ復旧は無理だと考え
た。しかし工場長は半年での復興を宣言。その日から、彼らの闘いは始まった…。

上質な物を尐しだけ持ち、大切に使う。日常のなかにささやかな喜びを見つける-。フランスの貴族の家
にホームステイした著者が、興味深いエピソードやユーモアをたっぷり織り交ぜながら、パリで学んだ上
質な生き方を紹介する。

片方のページを立てて、カメラのレンズや片目で見ると…びっくり!! 平面な絵が、見る方向や角度によっ
て立体に見えてしまう現象=錯覚3Dアートを、短いストーリー構成で楽しく体験できる本。錯覚アートの
描き方も紹介。

本を水平に開いて、「最適アングル」マークから見てみると…びっくり! 平面な絵が、見る方向や角度に
よって立体に見えてしまう現象=錯覚3Dアートを、短いストーリー構成で楽しく体験できる本。錯覚アート
の描き方も紹介。

片方のページを立てて「最適アングル」マークから見てみると…。平面な絵が、見る方向や角度によって
立体に見えてしまう現象=錯覚3Dアートを、短いストーリー構成で楽しく体験できる本。錯覚アートの描
き方も紹介。

親でいることの幸福、喜び、不安、痛み、そして子どもへの思い-。普遍の真実がシンプルな言葉で語り
つくされる。すべてのおかあさんとその子どもたちに贈る、母であることのすべてがつまった絵本。

エベレスト・トレッキングへ向かうルイたちは、空港まで案内してくれるヘリコプター操縦士に出会いヘリ
に乗せてもらうが、想定外の事故でヘリは墜落。ヒマラヤ山脈中腹で遭難してしまい…。楽しく読めるサ
バイバル科学漫画。

ヘリコプターの墜落で海抜高度4000mで遭難したルイ一行は、救助隊を待つのではなく、自分たちで山
を降りることを決意する。果たして一行は無事に帰還することができるのか!? 楽しく読めるサバイバル
科学漫画。
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小峰書店 933 ハ

柳田 理科雄

三浦 しをん

幻冬舎 倒産が決まった会社で働く、元恋人たち。両親が離婚しそうな小学生男子。心優しい、チンピラたち。ク
リスマスにもたらされる、ささやかな奇跡の連鎖。

宝くじで3億円を当てた図書館司書の一男は、「お金と幸せの答え」を求めて、大富豪の親友・九十九の
もとを訪ねる。だが直後に九十九とお金が消えた。その行方を追って、一男の冒険が始まる。

講談社

幻冬舎

別れた妻が殺された。もし、あのとき離婚していなければ、私はまた遺族になるところだった-。圧倒的
な密度と、深い思索に裏付けられた予想もつかない展開の書下ろし長編。光文社

天野 頌子

湊 かなえ

ヒック・ホレン
ダス・ハドッ

ク三世

タケコプターが本当にあったら、空を飛べる? かめはめ波を撃つには、どうすればいい? アニメや漫画で
おなじみの現象を科学的に検証する。オドロキの結論が満載の、とっても笑える理科の本。

物語のおわり

鹿の王(上巻・下巻）
帝国から故郷を守るため、絶望的な戦いを繰り広げた戦士団の頭ヴァンは岩塩鉱に囚われていた。あ
る夜、不思議な犬たちが岩塩鉱を襲い、謎の病が発生する。その隙に逃げ出したヴァンは幼子を拾い、
ユナと名付け、育てるが…。

上橋 菜穂子 KADOKAWA

書　　　名

キャロリング 有川 浩

ポプラ社 Ｂ913 ア

幻冬舎

マガジンハウス

KADOKAWA Ｂ404 ヤ

請求記号

Ｂ913 イ

ヒックとドラゴン　１１

よろず占い処陰陽屋あらしの予感

豆の上で眠る

虚ろな十字架

山女日記

ジュニア空想科学読本　[1]

風に立つライオン

ジュニア空想科学読本　2

ジュニア空想科学読本　3

ジュニア空想科学読本　4

億男

ふむふむ: おしえて、お仕事

ヒックとドラゴン　９

ヒックとドラゴン　１０

黒魔女さんが通る!!　Part0

黒魔女さんが通る!!　Part14

黒魔女さんが通る!!　Part15

黒魔女さんが通る!!　Part16

よろず占い処陰陽屋は混線中

よろず占い処陰陽屋猫たたり

石崎 洋司

東野 圭吾

さだ まさし

川村 元気

著　者

朝日新聞出版

新潮社

出版社

新潮社

一路舞vs.泡多田志井子の生徒会会長選挙が白熱! 丹波鈴の歌に対抗して舞ちゃんも応援ソングを作
り、チョコが応援演説をすることに…。「黒魔女さんのコンクラーベ」など全3話を収録。

「死の国」へ飛ばされてしまったマリー・ラティンスカを救うべく、魔界へ向かったギュービッドさま。火の
国の王になることを狙っていたブラック大形もあとを追う。マリーは助かるの? そして、大形の本当の狙
いは?

ドラえもんは、机の引き出しから出られるの? 塔から地面まで届くラプンツェルの髪はどれだけ長い? ア
ニメや漫画でおなじみの現象を科学的に検証する。オドロキの結論が満載の、とっても笑える理科の
本。

「進撃の巨人」の巨人たちに勝つ方法はある? 「星のカービィ」の骨格は? アニメや漫画でおなじみの現
象を科学的に検証する。オドロキの結論が満載の、とっても笑える理科の本。

イケメン毒舌陰陽師・安倍祥明とアルバイトのキツネ耳高校生・沢崎瞬太が迎える占いの店「陰陽屋」
は本日も営業中。中学からの片思いの相手にいまだ告白できない瞬太だが、彼女が好きなのはいった
い誰? シリーズ第5弾。

ウルトラマンが3分間で守れる範囲は? ポケモンはなぜ小さなモンスターボールに入れる? アニメや漫
画でおなじみの現象を科学的に検証する。オドロキの結論が満載の、とっても笑える理科の本。

靴職人、染織家、漫画アシスタント、動物園飼育係…。技と情熱を持って仕事をしている16人の女性た
ちの話に、驚きと感動とともに「ふむふむ」と相槌を打ったインタビュー集。

内　　容　　紹　　介

1988年、ケニアの戦傷病院で働く日本人医師・航一郎のもとへ尐年兵ンドゥングが担ぎ込まれた。2011
年3月、医師となったンドゥングは被災地石巻を訪れ…。同名の楽曲から生まれた小説。

私の選択は、間違っていたのですか。悩める7人の胸に去来するのは-。誰にも言えない苦い思いを抱
いて、女たちは、一歩一歩、頂を目指す。新しい景色が小さな答えをくれる連作長編。

13年前に起こった姉の失踪事件。大学生になった今でも、妹の心には違和感が残り続けていた。押さ
えつけても亀裂から溢れ出てくる記憶と訊ねることのできない問いを胸に秘めたまま…。

妊娠3か月で癌が発覚した智子、娘のアメリカ行きを反対する木水…。迷いを抱えた人々が向かった先
は、北海道。旅の途中で手渡されたのは、未完の小説だった。そして本当の結末とは-。

樹海の決戦から1年。とうとうフュリオス率いるドラゴン解放軍の反乱が始まった。ドラゴン対バイキング
の全面戦争を阻止しようとするヒック。だが、魔女エクセリノールの陰謀で、絶体絶命のピンチにおち
いってしまう…。

ついに、人間対ドラゴンの全面戦争が始まった。お尋ね者となったヒックは、最後の宝「ドラゴンジュエ
ル」を見つけだし、戦争を終わらせることができるのか…。ヒックの孤独な戦いが続く! ドラゴンカード付
き。

人類の命運が決まる<運命の冬至>まで、あと4日。ヒックは、失われし宝を取りもどして、人類を救うこと
ができるのか? ついにカウントダウンが始まり…。

夜行性の妖狐高校生・瞬太は、王子稲荷のご加護のおかげか、なんとか2年生に進級。先輩になった
瞬太に恋の疑惑がふりかかる!? 一方、毒舌陰陽師・安倍祥明がいるバイト先「陰陽屋」にも次々と相談
事が…。シリーズ第6弾。

傷心の妖狐高校生・瞬太の夏休みは補習とともに始まった。まったくやる気の出ないなか、陰陽屋に持
ち込まれたのはアラフォー女子の恋愛相談。冷たい対応の店主・安倍祥明に対して、やけに相談者に
感情移入する瞬太だが…。

「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!

あやしげなセレブ塾のおかげで、メグがテストで100点連発。それなのにチョコは魔界合格判定テスト
で、合格可能性0%…。黒魔女修行だけでも大変なのに、この先どうなってしまうの?



Ｂ913 オ

Ｓ810 ハ

Ｂ913 ナ

キノの旅　15  

おかあさんの木 大川 悦生 ポプラ社
戦争が人々にもたらす悲しみと普遍的な母と子の情愛…。幾度も小学校の国語教科書に採用されてき
た戦争児童文学の名作。表題作に加え、東京大空襲の夜を描いた「火のなかの声」など、全9編を収
録。2015年公開映画の原作。

呪う本

怖い本
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闇の本

黄色い本

金の本

銀の本

ソードアート・オンラインプログレッシブ　3

Ｂ913 ミ

Ｂ913 カ

請求記号

アスキー・メディ
アワークス

黒魔女の騎士ギュー
バッド　part1

黒魔女の騎士ギュー
バッド　part2

最強の黒騎士団は全員女だという秘密を知ってしまったギューバッドとメリュジーヌ。女の存在を許さな
い悪霊の国の王と黒騎士団の闘いに巻き込まれてしまった2人は…。「黒魔女さんが通る!!」外伝。

キノの旅　16

デュラララ!! 外伝!? 

デュラララ!!ＳＨ×2

デュラララ!!SH

ソードアート・オンラインプログレッシブ　1

若おかみは小学生!
スペシャル短編集1

若おかみは小学生!
スペシャル短編集2

水稀 しま
名探偵コナン
異次元の狙撃手

石崎 洋司 講談社 Ｂ913

川原 礫 アスキー・メディ
アワークス

名探偵コナン
銀翼の奇術師

書　　　名

〈銀の匙〉の国語授業

銀の匙　改版

橋本 武

中 勘助

ソードアート・オンラインプログレッシブ　2

時雤沢 恵一

成田 良悟

著　者

Ｂ913 シ

イ

小学館

令丈 ヒロ子 講談社

出版社

KADOKAWA

ポプラ社

KADOKAWA

岩波書店

緑川 聖司

Ｂ913 ミ

Ｂ913

Ｂ913 レ

卒業を間近にひかえた「火の国」王立魔女学校のギューバッドと親友のメリュジーヌ。外出禁止令のな
か出かけた街で、伝説の黒魔導師と出会ってしまい…。「黒魔女さんが通る!!」外伝。

ナ

文化祭で講演会をしてもらうために、ぼくはクラスメートの仁科涼子と2人で覆面作家の山岸良介の家を
訪ねた。だが、彼の家に通ううちに、毎日何かがおかしくなっていき…。

茅場晶彦によるデスゲームが開始されて1ケ月。自身の強化のみを行うと決め「ソロ」として戦うキリト
は、第一層フロアボス攻略会議場に向かう中途で、最前線では珍しい女性プレイヤーと出会い…。全3
編を収録。

キノとエルメスは、西に向かって走っていました。次に進路を塞ぐサボテンをゆったりと避けながら、「も
ともとは、師匠から聞いた話なんだ」「じゃあ、結構前の話だね」エルメスが言って、キノは頷きました。

内　　容　　紹　　介

第三層へ上ったキリトとアスナを待ちかまえていたのは、フロア全体を深く包み込む大森林と、初めて
の大型キャンペーン・クエストだった。さらに攻略会議の場で、キリトとアスナはひとつの重大な決断を
迫られる…。

アインクラッド第四層を目指し、街に到着したキリトとアスナを出迎えたのは、湖水に浮かぶ白亜の街並
みと、大小無数のゴンドラ。ふたりは、第四層を自由に移動するためのゴンドラの船材をゲットすべく、
大型火炎獣に挑む!

高層タワーで狙撃事件が発生。オープニングセレモニーにきていたコナンをはじめ、警察、世良真純、
ジョディたちが犯人を追うが取り逃がしてしまう。犯人の目的は?

番外編。「鳥居くんの、今日もいい日」「若おかみは中学生!」「鈴鬼のとても忙しい一日」の全3話を収
録。巻末に「若おかみランド」も掲載。

番外編第2弾。「二つのダイアリー」「若おかみは中学生!2」「真月の生まれた日」の全3話を収録。巻末
に「若おかみランド」も掲載。

ある尐年が洋館の隠し部屋で遭遇した怪しい本の数々。と、そこに若き日の山岸が現れ、「この本を管
理しているのボクなんだ」と告げる…。シリーズ番外編。

怪盗キッドから「運命の宝石」をいただくという予告状が届いた。宝石の持ち主、女優・牧樹里主演の舞
台にやって来たコナンたちの前に現れたのは、工藤新一に扮したキッドで…。

祥子が部活の帰りに立ち寄った古本屋で見つけた「呪う本」。家に戻って読み始めると、まるで自分の
学校を舞台にした話のような内容だった。さらに読み続けると…。番外編第2弾。

「学校の怪談コンテスト」に応募する怪談をさがすため、学校の怖い話を検証することになったわたし。
でも、怪談って怖いだけじゃないのかも…。「赤い本」の主人公ゆかりが、今度は学校で恐怖体験!

海に面し、城壁に囲まれた国にやってきたキノと言葉を話す二輪車のエルメス。彼らは城壁を封鎖して
いる周辺の国の警官たちから、中で“人が死に、そして生き返って動き出す”奇病が蔓延していると告げ
られ…。

セルティと新羅の家に集い、なぜか鍋をつつくことになった帝人&杏里、静雄や門田たち。鍋をかこみい
つしか始まる過去話で明らかになる、それぞれの出会いやエピソード。その時、臨也は一体…!? 短編
やレア掌編などを収録。

ダラーズの終焉から1年半。首無しライダーに対してそれぞれの想いを抱えた八尋、久音、姫香が来良
学園に入学し出会い、非日常は再び始まる。一方、池袋では、首無しライダーに絡んだ者が消えていく
事件が起きていて…。

ダラーズの終焉から1年半。池袋では今、首無しライダーに関心を持つと消されていく。来良学園の新
入生である三頭池八尋と琴南久音は、姉と妹が行方不明になっている辰神姫香のため、失踪事件を追
い始めるが…。

ダラーズの終焉から1年半。池袋では通り魔による連続傷害事件が起きていた。犯人は、アニメのキャ
ラクター!? 一方、池袋の揉め事解決に乗り出した八尋たちに、遊馬崎と狩沢が犯人捜しの依頼をしてき
て…。

書斎の小箱に昔からある銀の匙。それは、臆病で病弱な「私」が口に薬を含むことができるよう、伯母
が探してきてくれたものだった-。明治時代の東京の下町を舞台に、成長していく尐年の日々を描いた
自伝的小説。

国語はすべての教科の基本であり、学ぶ力の背骨です-。灘校で中学3年間をかけて「銀の匙」をじっく
り読み込むという驚くべき授業を続けてきた“伝説の教師”が、「学び」の原点を語る。

嵐の中、山寺にたどりついた麻理といとこの大学生・洋。寺には、他にも雤を逃れてやってきた人たちが
いた。その人たちといっしょに、なぜか怪談話をすることになって…。

突然の招待状を受け取り、フランスにやってきた悟。「「銀の本」を見つけた者に、城をゆずろう!」という
ひいおじいさんの言葉に、慣れない土地で本さがしにのりだしたけれど…。


