
生徒・保護者の皆様へ

【６月１６日発行】

 期末テスト期間（６月１８日・１９日・２２日）

終学活終了から１５分間開館します。

６月２５日（木）昼休み　即日貸出開始

≪名探偵コナン推理ファイル≫　小学館

『日本史の謎　1』 『日本史の謎　4』 『農業と漁業の謎』

『日本史の謎　2』 『日本史の謎　5』 『ものと燃焼の秘密』

『日本史の謎　3』 『地図の謎』 『音楽の謎』

≪一期一会シリーズ≫　学研教育出版
『みんなでオシャレ。』 『世界一の味方。』 『初恋オシャレ。』

『真友だから。』 『だれでもオシャレ。』 『大好き同士。』

『お話10コつめあわせ。』 『ありがとうフィナーレ。』

≪町工場の底力　第2期　全4巻≫　かもがわ出版

５巻『文房具の開拓者たち』 

文房具をつくっている町工場に迫ります。

６巻『地場産業から世界へ』 

７巻『ものづくりは楽しい』 

８巻『下町ボブスレーの挑戦』 

従業員が20人以下という尐人数で構成される町工場。その中でも高い技術でもの
づくりを続ける町工場と、そこで働く人々を紹介。

谷川中学校

学校司書　赤塚　繁樹

新着図書 展示会 ８２冊(予定)
 第３回　

伝統の技術を現代の生活に合わせた製品に取り入れ、国内外で評価される
町工場に迫ります。

町工場を中心に、ものづくりの楽しさを世界に発信するプロジェクトに迫りま
す。

国産ボブスレーをつくり、町工場の技術をアピールしようというプロジェクトに迫
ります。

図書館だより ６号 



≪“5分で読める!ひと駅ストーリー”シリーズ≫ 　宝島社

第１巻 『乗車編 』 第２巻 『降車編』

第３巻 『夏の記憶西口編』 第４巻 『夏の記憶東口編』

≪ほんとにあった怖い話≫　朝日新聞出版
「ほんとにあった怖い話」編集部に届く、身の毛もよだつ怖い話…。
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「神かくしの階段」「開かずのロッカー」など、全20編の恐怖体験談を収録する。心霊写真と
学校の七不思議も掲載。

「コックリさんに好かれたら」「異世界の生き物」など、全20編の恐怖体験談を収録する。心霊
写真と学校の七不思議も掲載。

「用具入れの中の尐女」「エビスさんが来る」など、全22編の恐怖体験談を収録する。心霊写
真と学校の七不思議も掲載。

１巻

２巻

３巻

過去と未来を超え、光と闇を超え、それぞれの人生が熱く交差する。紫苑と
ネズミの知られざる貌に迫る連作集。NO.6崩壊後に待つ過酷な現実へと向
かう紫苑の姿を描いた「紫苑の日々」など4編を収録。

朝日新聞出版

太田出版

水の中をさまよい続ける生き物「プランクトン」を顕微鏡で覗いてみると、想
像を絶するようなさまざまな「顔」が。プランクトンを顕微鏡写真で紹介する、
絵本感覚の図鑑。

きほん栄養素をキャラクター化して紹介。それぞれの栄養素の役割、含まれ
る食べ物、適切なとり方などがわかる。女子栄養大学栄養クリニックとのコ
ラボで誕生した、大人も子どもも楽しめる“オモシロ”図鑑。

お弁当名「呪いのランチタイム」「食欲減退」「本音吐露」…。「仕返し弁当」を
高校3年間、作り続け、食べ続けたシングルマザーと反抗期女子高生親子
の泣き笑いお弁当エッセイ。ブログをもとに書籍化。

「メイク用品」と「スキンケア用品」は必ず分けて収納する、貴重品はまずに
おいを嗅いでみる、思い出品は25歳を過ぎたら片づける…。「捨てる」だけで
は得られない、理想の「ときめく暮らし」を手に入れる方法を伝授する。

今回のハイライトは夏休み家族旅行。超ノープラン一家の旅はおっぺけエピ
ソードがいっぱい! ぷりっつさんちの日常をマンガとともに紹介。

悩むより笑っちゃおう! 子育てに自信がついて、家族がいとおしくなる! ぷりっ
つさんちの日常をマンガとともに紹介。

お正月に家族旅行を計画したぷりっつさんち。ところが、直前に三女が熱を
出し…。ぷりっつさんちの日常をマンガとともに紹介。

北海道の雲海テラス、スペインのひまわり畑、ブラジルの白い砂漠…。56万
人に「いいね!」されているFacebookページから誕生した写真集。過去に紹介
した中から特に人気があった絶景を選び、旅行ガイドとともに掲載。

大曲の花火、阿智村の星空、紫雲出山の桜…。60万人に「いいね!」されて
いるFacebookページから誕生した写真集。47都道府県の息をのむ至極の
絶景を、旅行ガイドとともに掲載。

ニッポン放送の人気アナ・吉田尚記は、些細な会話すらままならないコミュ
障だった! そんな彼が20年かけて編みだした、相手を楽にさせる実践的な会
話の技術を惜しみなく披露する。

フィリピンで海釣りをしていたルイたちに迫るスーパー台風。危機を乗り越え
て港に着いた子どもたちを迎えたのは高潮の被害でゴースト化してしまった
村と、落雷、山崩れで…。楽しく読めるサバイバル科学漫画。

小学館　 
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死ぬまでに行きたい!世
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人生がときめく片づけの魔法　2
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死ぬまでに行きたい!世
界の絶景

今日も嫌がらせ弁当

請求記号書　　　名

ひと駅の間に起こる様々なストーリー。5分で読める気軽さとは裏腹に、本格謎解き
アリ・爆笑アリ・感涙アリの盛りだくさんな内容。

出版社

松本 ぷりっつ 主婦の友社 599 マ

内　　容　　紹　　介
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書　　　名 著　者

セントラル・カセドラル99階に到達したキリトとアリスの前に現れたのは、整
合騎士の鎧に身を包み、瞳に冷たい光を浮かべたユージオだった。キリトの
必死の呼びかけは、記憶を封じられたユージオに届くのか…。

激闘から半年後。整合騎士としての役目「人界の守護」をベルクーリに託し
たアリスは、心を失ってしまったキリトと静かに暮らすことを選ぶ。そして、
「アンダーワールド」には、「最終負荷実験」が刻一刻と近づきつつあった
…。高校卒業を目前に控えた夏林。恋人の瞬は、サッカーの試合で大けがをし
てしまい、入院中。そんな時、いなくなった愛猫のミルクを保護してくれたこと
がきっかけで、保健室登校をしている尐年の家庭教師をすることになり…。

今年も全国魔法科高校親善魔法競技大会、通称「九校戦」が開催される。
競技種目及びルールの改定で慌ただしい中、達也の元へ匿名のメッセージ
が届けられる。

周公瑾は古式魔法師集団「伝統派」の元に潜伏した。四葉真夜から周公瑾
捕縛の要請を受けた達也と深雪は、「伝統派」の対抗勢力の中心である九
島家を目指す。

駅彼　－あと９時間、
きみに会えない

Ｂ913

業績不振にあえぐ青島製作所でリストラが始まり、野球部の存続を疑問視
する声が上がる。廃部にすればコストは浮くが…。社長が、選手が、監督
が、技術者が、人生とプライドをかけて挑む奇跡の大逆転とは。

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…。

2級黒魔女さんになるためには、あやしいあやとり魔法ができなくちゃいけな
いらしい。学校では、卒業式の準備に追われるチョコたち。でも、メグの描い
た看板が「卒霊式」で!? どこから読んでも楽しい3話読み切り。

「おまえとはもう絶交だ!」 麻倉くんと東海寺くんから宣言されてしまったチョ
コ。めんどうな2人だけれど、いざ絶交と言われるとフクザツで…。新しいキャ
ラや黒魔法が大活躍する3話読み切り。

ベントーベンの「絶交の曲」の呪いはとけるの!? へんな鬼がたくさんあらわれ
ちゃった春休み。「全魔界一斉黒魔女学力テスト」もあるし、チョコ、だいじょ
うぶ? 新しいキャラや黒魔法が大活躍する3話読み切り。

キリトと離ればなれになるも、相棒の存命を信じ、ひとりで塔を上り続ける
ユージオ。そんな彼の前に、最古にして最強の整合騎士、ベルクーリ・シン
セシス・ワンが現れる。

イギリスの人気作家、スーザン・プライスによる短編集。幽霊や悪魔などが
登場する話、伝承を組み込んだ話、どこかで読んだことがあるように思える
昔話の再話など、バラエティに富んだ24編を収録。

老人ホームから逃走したアラン。ギャング団の金を奪ってしまい、追っ手は
増えるがどこ吹く風。爆弾つくりの専門家だった彼は、数々の修羅場をくぐり
抜けてきた過去の持ち主だったのだ…。

ヨーロッパの古城のデッサンを拾った中3の真は、絵の中にアバターを描き
こむと、その世界に入れることを知る。真はハブられ女子の珠美と冒険する
うち、塔の中に尐女が閉じこめられていることを発見し…

驚きのパンダのヒミツがここにある!? ここはパンダのためのお風呂屋さん。
やってきたパンダの親子は、服を脱ぎはじめ…。あたたかいユーモアがいっ
ぱいの絵本。

いつでもそこにあるりんごの木。成長し変わっていく尐年。それでも木は、尐
年に惜しみなく愛を与え続けた-。世界で読み継がれているロングセラー絵
本を村上春樹が新訳。

「フマキラーのフマ」「ククレカレーのククレ」「スターバックスコーヒーのスター
バックス」…。誰もが聞いたことのある商品名、会社名、地名、人名の由来を
大公開する。

武道館ライブの実現を目指して活動するアイドルグループ「NEXT YOU」。恋
愛禁止、スルースキル、特典商法、握手会、卒業…。成長する彼女たちをシ
ビアかつ熱を持った視線で描いた長編小説。

悲しいのに、幸せな気持ちにもなれるのだ-。7年前、25歳で死んだ一樹。嫁
のテツコと一樹の父は、まわりの人々とともにゆるゆると彼の死を受け入れ
ていく。

掟上今日子、またの名を忘却探偵。すべてを1日で忘れる彼女は、事件を
(ほぼ)即日解決。あらゆる事件に巻き込まれ、常に犯人として疑われてしま
う不遇の青年・隠館厄介は今日も探偵を呼ぶ-。

円華という女性のボディガードを依頼された元警官の武尾は、彼女の不思
議な<力>を疑いはじめる。同じ頃、2つの温泉地で硫化水素による死亡事故
が起きていた。検証に赴いた青江は、双方の現場で円華を目撃し…。

内　　容　　紹　　介請求記号
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掟上今日子の備忘録

スーザン・プライス

ヨナス・ヨナソン
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ヴァスタイン
作

武道館  

魔法科高校の劣等生 (13)

窓から逃げた100歳老人

パンダ銭湯 

木皿 泉

過ぎ去りし王国の城

ルーズヴェルト・ゲーム

魔法科高校の劣等生 (14)

黒魔女さんが通る!!
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黒魔女さんが通る!!
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ソードアート・オンライン　１３

ソードアート・オンライン　１４

24の怖い話

昨夜のカレー、明日のパン

おおきな木

ソードアート・オンライン　１５

ラプラスの魔女

下町ロケット　　

黒魔女さんが通る!!
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七つの願いごと

転校生は魔法使い

わたしに魔法が使えたら

天使が味方についている

「二十歳の誕生日プレゼントには、指輪が欲しいな」 わたしは恋人に人生初
のおねだりをした…。綺麗な宝石に秘められた、深い謎と人々の切なる想
い。人間の内なる闇と祈りを描き切る傑作短篇集。

えっ、わたし、死んでしまったの? 長い眠りから目覚めたとき、椎名葵の目の
前に現れたのは、背中に羽のある金髪の天使だった! 生きることの意味を、
ユーモアを交えて描く感動物語。描き下ろしマンガも収録。

恋に、勉強に、友情につまずいたって大丈夫! 運命は自分で作るものだか
ら! 失恋のショックから占い師のもとに駆け込んだ水月が巻き起こす、笑いと
感動のラブストーリー。

妹を殺したストーカーに不法に情報を与えた探偵はどこに潜むのか。「対探
偵課探偵」紗崎玲奈は、レイプ犯の部屋に忍び込みその手がかりを見つ
け、憎き探偵の影を追う。

悪徳探偵を「駆除」するためにまったく手段を選ばない玲奈は、警察から常
時マークされるが、それをかわしながら、自分と家族の人生を破壊した「死
神」を追い続ける。ついに姿を現した死神の驚くべき正体とは…。

小さな頃母と妹と悲劇の生き別れをした佐藤翼。そんな境遇にもめげず、翼
は短距離走者として期待されていた。だが、この国の王様・佐藤は、全国に
500万人いる「佐藤」さんを殺す“リアル鬼ごっこ”を思いつき…。

病に倒れたナミを救うため、医者を探すルフィたち。たどり着いた冬島・ドラ
ム王国で、心優しきトナカイのチョッパーと出会い、仲間にしようと追い回す
が…。マンガ及びアニメ「ONE PIECE」のノベライズ。

陽一が赴任している神津島高校のバスケット部の生徒たちは、神津島へ
やってきたT校OBとの練習試合によって成長した。その後、強豪校のP校か
ら練習試合の申し込みがあり…。本編完結。

探偵養成所に入校した決して笑わぬ美尐女・紗崎玲奈。探偵のすべてを知
りたい、しかし探偵にはなりたくないという彼女の希望を汲んだ調査会社社
長・須磨は、彼女を探偵を追う“対探偵課”の探偵として抜擢し…。

砂漠の王国アラバスタ。征服を図るクロコダイルから国を守りたい王女ビビ
は、麦わらの一味と行動を共にする。が、ルフィが破れ…。マンガ及びアニメ
「ONE PIECE」のノベライズ。

新しいクラスにとけこめない蘭に、睦月や修治、綾乃たちがそれぞれの「願
いごとがかなうおまじない」を教えてくれて…。小学5年生の蘭が、ささやかな
願いごとをかなえていくストーリー。

季節はずれの転校生が凛のクラスにやってきた。イギリスから来たという魔
野風子は、自分の祖母が魔女だという。その夜、凛が部屋の窓から夜空を
見あげていると、黒いドレスを着た風子がホウキに乗って空を飛んできて!?

内　　容　　紹　　介

京都の美大に通うぼくがひと目惚れした女の子。気配り上手でさびしがりや
な彼女には、ぼくが想像もできなかった大きな秘密が隠されていて…。奇跡
の運命で結ばれた2人を描く、甘くせつない恋愛小説。

オマツリ男爵の陰謀によって仲間割れをおこし、バラバラになってしまう麦わ
らの一味。ルフィたちは絆を取りもどすことができるのか!? マンガ及びアニメ
「ONE PIECE」のノベライズ。
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神様しか知らない秘密

大好きな人がいる

泣いてないってば!

2学期に入り、なかよしの双子、七星と北斗は校内でも注目の存在に! そん
なとき、ふたりはパパが女の人といっしょにいるところを目撃してしまう。さら
に、横浜に住んでいる祖父母が「ふたりを引き取りたい」と言ってきて…。

山で迷い、無人駅に泊まる羽目に陥った大学生の佐倉と高瀬は、廃屋のよ
うな建物に明かりが灯っているのを目撃する。好奇心にかられた高瀬がドア
を開けると…。「夜の床屋」ほか全7編を収録。

東京-大阪間が七時間半かかっていた頃。特急列車ちどりを舞台に、恋の
ゆくえや駆け引きから爆弾事件の結末まで、たくさんの乗務員と乗客たちの
人生模様を同時進行で描いたエンターテインメント小説。

弱小吹部の快進撃にはヒミツがあった!? 北宇治高校吹奏楽部の活躍を描
いた青春エンタメシリーズ、初の短編集。宝島社特設サイト『響け!ユーフォニ
アム 北宇治高校吹奏楽部へようこそ』掲載に書き下ろしを加えて文庫化。

中学合唱部顧問の松山先生は産休に入るため、元神童の美しすぎる臨時
教員・柏木に期限付きで指導を依頼。すると、柏木目当て男子が多数入部
する。練習に打ち込まない男子部員と女子部員の対立が激化して…。

小川凛、小学6年生の夏休み。学校の怪談をたしかめようと、水月、葵の3人
で夜の学校へ。そこで、恐怖のあまり足を滑らせてしまった凛と、心配してあ
とをつけてきた蘭が衝突してしまい…。

幼稚園から通い始めたバレエ教室。中学3年生の水谷芽映は、毎年クリス
マスに開かれる発表会で、初めて主役を演じられることに。ところが突然の
不幸な出来事で…。
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