
生徒・保護者の皆様へ

【６月２６日発行】

蔵書点検のため３日間休館します。

図書室内のすべての本とパソコン内データを照合します。

図書館の利用はできません。

貸出は６冊以内、貸出日が異なってもＯＫ

返却は２学期始業式８月２６日または２７日

１学期中の返却・借り換えも出来ます

ご家族の皆様も夏の特別貸出期間は生徒と同じ貸出制限です。(６冊以内)

返却期限も生徒と同じです。

期末懇談期間

終学活終了から４時まで開館します
※ 懇談前後に読書や勉強の場として利用してください。

※ 保護者の皆様もこの機会にご利用ください。

（「家族カード」の申込は随時受け付けています。）

７月９日又は１３日に第４回新着図書展示会を実施します。 ７月　９日
納品日が未確定のため実施日を決定できません。

実施日が決まりしだい掲示板でお知らせします。 ７月１３日
※右側と裏面に紹介予定図書一覧を掲載しています。

長編小説やシリーズ作品に挑
戦するのもよいでしょう。

谷川中学校

学校司書　赤塚　繁樹

夏の特別貸出　【７月３日から ６冊 以内】

≪ご家族の皆様の貸出利用について≫ 

第４回　新着図書展示会　（８１冊）

７月１０日・１３日・１４日・１５日

または

休館　６月２９日～７月１日

蔵書点検
のため

休館

図書館だより ７号 
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書　　　名 著　者 出版社 請求記号 内　　容　　紹　　介

火花

うちの３姉妹　７

うちの３姉妹　８

うちの３姉妹　９

うちの３姉妹　１

うちの３姉妹　４

うちの３姉妹　６

エンジェルフライト 佐々 涼子

「食べてはいけない」
「食べてもいい」添加物

うちの３姉妹　５

うちの３姉妹　１０

うちの３姉妹　２

うちの３姉妹　１１

杉田 圭

又吉 直樹

桜ノ雨　３

うた恋い。　４

小説千本桜　１

31文字の和歌に込められた、歌人たちのせつなくもうつくしい、恋と人生の物語! 小野篁、紀貫之、菅原道真など
を取り上げ、5つの和歌に秘められた物語をマンガで紹介。ショートショートなども掲載。

うちの３姉妹　３ 長女の新入学、次女の新入園、そのとき、暴走ちびっこギャングの三女チーちゃんは? 長女フー、次女スー、三女
チーのちょっとした一言や笑える日常を、3姉妹の母がマンガとともに紹介する。

市販のお弁当に胃腸を荒らす添加物が? 子どもに食べさせていいお菓子はどれ? 主食系、加工食品、お菓子な
ど、150品目の食品添加物をチェックし、危険度を3ランクに分類する。食品添加物早わかりリストも収録。

KADOKAWA

文藝春秋

「失礼極まる」と「失礼極まりない」はどちらが失礼? 「スッパ抜く」の「スッパ」って何? 日本語学校の先生と外国人
学生がくりひろげる、笑える日本語バトル第2弾。日本語学校のカオスな日常をマンガで紹介します。

「アラ40」って「あらかた40歳」の略? 日本語学校の先生と外国人学生がくりひろげる、笑える日本語バトル第3弾。
日本語学校のカオスな日常をマンガで紹介します。袋とじ番外編つき。

「日本の」日本語学校とは違う「外国の」日本語の教室をのぞいてみましょう! 笑える日本語バトルの海外編。ヨー
ロッパで日本語を学んでいる人たちをマンガで紹介します。

ボーカロイドの卒業ソングとして愛される名曲「桜ノ雨」をノベライズ。ボーカロイドキャラクターたちを登場人物とし
て、学園生活の四季を綴る青春グラフィティ。

ボーカロイドの卒業ソングとして愛される名曲「桜ノ雨」のノベライズ第2弾。合唱部部長になった未来の、苦悩と喜
びと成長を描く、学園生活の四季を綴る青春グラフィティ。

音楽教師として音浜高校に戻ってきた未来。思い出がつまった合唱部が休部寸前と知り、合唱部顧問として部の
立て直しに奔走する青春グラフィティ。ボーカロイドの卒業ソングとして愛される名曲「桜ノ雨」のノベライズ第3弾。

奇想の天才である一方で人間味溢れる神谷、彼を師と慕う後輩徳永。芸人の2人が運命のように出会ってから劇
は始まった-。笑いとは何か、人間が生きるとは何なのか。

チーにわがままを言われた次女が、怒って言い放った一言。も?チーちゃんなんか…ぶさいく! 長女フー、次女
スー、三女チーのちょっとした一言や笑える日常を、3姉妹の母がマンガとともに紹介する。

「大正兇変」と呼ばれる大災害を境に生じた歪んだ世界。怪現象や悪事が横行する新帝都・桜京を護るため、“神
憑特殊桜小隊”が立ち上がる! 国民的ボカロ曲を小説化。

「影憑」に脅かされる帝都桜京。これに対処する「神憑特殊桜小隊」の未來たちは、勉學に遊びに街の治安維持に
と日々奮闘する。そんな中、帝都に大サーカス団がやってきて…。国民的ボカロ曲を小説化。

影憑に襲われ、帝都軍病院に運び込まれる未來。そこで主治医の口から未來たち神憑の秘密が明らかに。そし
て鳴子の過去に隠された、彼女の悲しき宿命とは? 国民的ボカロ曲を小説化。

あっちでワイワイ、こっちでワイワイ。今日も元気な3姉妹! 長女フー(5歳)、次女スー(3歳)、三女チー(1歳)のちょっ
とした一言や笑える日常を、3姉妹の母がマンガとともに紹介する。

マイペース3姉妹の爆笑おっぺけぺ劇場ますますパワー炸裂! 長女フー(幼稚園年長)、次女スー(3歳)、三女チー
(1歳)のちょっとした一言や笑える日常を、3姉妹の母がマンガとともに紹介する。

異国で客死した遺体を家族の元へ送り届けるのが国際霊柩送還士の仕事。日本初の国際霊柩送還の専門会社
で働く人々と遺族への取材を通し、人が人を弔うことの意味を見つめる。

バレエレッスンレポ、日々成長する三女の社長っぷりなど、おっぺけぺでおかしくてキュートな3姉妹は健在! 長女
フー、次女スー、三女チーのちょっとした一言や笑える日常を、3姉妹の母がマンガとともに紹介する。

せわしなくレベルアップし、日々成長していく子どもたち! 長女フー、次女スー、三女チーのちょっとした一言や笑え
る日常を、3姉妹の母がマンガとともに紹介する。

長女と次女がトランプで神経衰弱をやっていた。それを発見した三女が乱入。どーなるかな、と思って見ていたら
…。長女フー、次女スー、三女チーのちょっとした一言や笑える日常を、3姉妹の母がマンガとともに紹介する。

おかしな名前をつけられた妹たちが長女の後ろについて歩いていた。「王子?、乙女?」と呼ぶ長女に意味を聞くと
…。長女フー、次女スー、三女チーのちょっとした一言や笑える日常を、3姉妹の母がマンガとともに紹介する。

炸裂するおっぺけ3姉妹のボケに、今日も冴える母の愛のツッコミ! 長女フー、次女スー、三女チーのちょっとした
一言や笑える日常を、3姉妹の母がマンガとともに紹介する。
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三女チーにお母さんが「大きくなったら何になりたい?」と聞くと、「きのこ」という返事が…。長女フー、次女スー、三
女チーのちょっとした一言や笑える日常を、3姉妹の母がマンガとともに紹介する。

スーが「お母さんは何回結婚したことある?」と聞くので、「1回だけど」と答えると…。長女フー、次女スー、三女チー
のちょっとした一言や笑える日常を、3姉妹の母がマンガとともに紹介する。

ルフィの腕の弾力性はどれくらい? 身長10cmの尐女・アリエッティはどんな声? アニメや漫画に登場するヒーロー
やヒロインが繰り広げる驚きの現象を通して、中1理科の基本を学ぶ。

「毎日尐しずつの片づけ習慣」では一生片づかない。「場所別」はダメ、「モノ別」に片づけよう。「思い出品」から手
をつけると必ず失敗する…。一度習えば二度と散らかさない、「こんまり流ときめき整理収納法」を伝授する。

どの子もみんなすばらしい問題児、想像力豊かな子は遊び上手、子どもにおもしろい本は大人にもおもしろい…。
「ぐりとぐら」の生みの親が、子育てに悩むお母さんに贈る、心がほぐれる45のメッセージ。
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小説金田一尐年の事
件簿　小説1

ようこそ、わが家へ

小説金田一尐年の事
件簿　小説3

小説金田一尐年の事
件簿　小説4

ダンジョンに出会いを求めるのは間
違っているだろうか　７

モンスターハンター
暁の誓い6

みつばの郵便屋さん　１

ストロボ・エッジ

ストロボ・エッジ
消せない想い

ストロボ・エッジ
つながる想い

櫻子さんの足下には死体
が埋まっている　6

池井戸 潤

柄本和昭

小学館

モンスターハンター
暁の誓い1

モンスターハンター
暁の誓い2

モンスターハンター
暁の誓い3

モンスターハンター
暁の誓い4

櫻子さんの足下には死体
が埋まっている　7

みつばの郵便屋さん　２

モンスターハンター
暁の誓い5

ストロボ・エッジ
告えない想い

小説金田一尐年の事
件簿　小説2

7年前から、ひとりでゴア・マガラを追い求めていたシオン。一方、カイトは相棒の不在に寂しさを感じていた。そん
なときに届いたゴア・マガラ出現の報せは、ふたりのハンターを結びつけ…。

北海道・旭川。あの夏、正太郎は櫻子さんに出会った。初対面の印象は美しいお嬢様。だが正太郎は、彼女が血
まみれの何かを持っているのを見てしまう。しかも近所のおばあちゃんが行方不明になり…。2人が挑む最初の事
件。

くじ引きで豪華客船クルーズを見事引き当てた金田一一。しかし、港で目にしたのは「豪華」とは名ばかりの古い
客船。やがて、一と美雪、偶然同船していた剣持警部夫妻たち9名の乗客を乗せて、血塗られた航海が始まった
…。

雪に閉ざされた「ロッジ・シルバーウッド」に迷い込んだ金田一一と美雪。そこには、パソコン通信で知り合った、互
いの名も素性も知らぬ7人の男女が集うことになっていた。やがて雪山が闇に包まれる頃、1人目の被害者が…。

房総の不知火島を訪れた金田一一と美雪。一は島の屋敶内で、鍵穴から凄惨な殺人の現場を目にする。しかし
扉を開けると犯人も死体も姿を消していた。この不可解な殺人は、島に棲みつくという「悪霊」によるものなのか?

真面目なだけが取り柄の会社員・倉田は、ある夏の日、駅のホームで割り込み男を注意した。すると、その日から
倉田家に対する嫌がらせが相次ぎ…。“身近に潜む恐怖”を描く長編小説。『文芸ポスト』掲載を加筆修正して文
庫化。

カイト達の運命を変えたあの日から4年。チーム「蒼き翼」を大きくするべく、バルバレでハンターを勧誘するカイト。
一方、4年前に突然姿を消した兄の行方を追うユゥミは、ある悩みを抱えていた…。

迷宮都市オラリオは「ダンジョン」と通称される地下迷宮を保有する巨大都市。人の夢と欲望全てが息を潜めるこ
の場所で、尐年は1人の小さな「神様」に出会った-。尐年が歩み、女神が記す「眷族の物語」。

「サポーター」を名乗る尐女・リリがベルに声をかけてきた。半ば強引にペアを組むことになったが、2人は順調に
ダンジョンを攻略していく。一方、リリが所属する「ソーマ・ファミリア」には悪い噂が絶えなくて…。

突如憧れの“剣姫”アイズと予期せぬ再会を果たしたベル。そこで突きつけられてしまった事実。自分を抉る最大
の因縁。紅い紅い、凶悪な猛牛・ミノタウロスを前に、尐年は冒険へと臨む…。

先のミノタウロス戦での勝利により、Lv.2到達、世界最速兎となったベルの元には、仲間への勧誘が絶えない。自
身の装備を創った鍛冶師と組むことになったのだが…。『GA文庫マガジン』掲載を加筆修正した短編2編も収録。

ダンジョンに出会いを求めるのは間
違っているだろうか　１

ダンジョンに出会いを求めるのは間
違っているだろうか　２

ダンジョンに出会いを求めるのは間
違っているだろうか　３

ダンジョンに出会いを求めるのは間
違っているだろうか　４

KADOKAWAピンクとグレー

書　　　名

ダンジョンに出会いを求めるのは間
違っているだろうか　５

ダンジョンに出会いを求めるのは間
違っているだろうか　６

加藤 シゲアキ

大森 藤ノ

著　者 出版社 請求記号

天樹 征丸

郵便配達員の秋宏は、ある日、配達先のマンションで不思議な女の子と出会う。不登校の尐女とのやりとりが温
かい「シバザキミゾレ」など全4話を収録。季節を駆けぬける郵便屋さんがはこぶ、小さな奇蹟の物語、第2弾。

アニキの強さの源ってなんだろう。自分のことを多く語ろうとしないイシュムの過去に興味を持つカイト。その矢先、
岩壊の射手と呼ばれる老練ハンターから手紙が届き…。

相棒のシオンとともに狩猟と鍛錬の日々を送る駆け出しのハンター、カイト。アニキと慕うイシュムが掲げた“でっ
かい”ハンターに憧れる彼らのその腕前は、アオアシラ討伐もおぼつかない状態で…。

かつて恐るべき連続殺人事件の舞台となったホテル「オペラ座館」に、金田一一は再び美雪、剣持警部とともに招
かれる。この「オペラ座館」であの惨劇の時と同じように、「オペラ座の怪人」の舞台が行なわれようとしていた…。

1年ぶりに訪れたナグリ村で、奇妙な症状を訴えて倒れこむ商人の手当てをすることになったカイト。一方、ある痕
跡を一心不乱に捜し続けるシオンは、不気味な結晶を手にしていた…。

紫色の靄を纏ったティガレックス狩猟の達成から半年。完成した「蒼き翼」の撃龍船に胸を弾ませるカイトだが、そ
の傍らでメンバーのラークと、双子のティンとビリンの関係性が悪化していた…。

鍛冶師を加え中層へと進んだベル達。しかし他パーティの策略により、ダンジョン内で孤立してしまう。ヘスティア
はベルを救うため、Lv.4の元冒険者・リュー、神・ヘルメスと共にダンジョン侵入を試みるが…。

アポロンがヘスティアに、勝者が敗者の全てを奪う「戦争遊戯」を申し込んできた。アポロンの狙いはヘスティアの
眷族ベル・クラネル。戦争開始まで期限は1週間。追い打ちをかけるようにリリがソーマ・ファミリアに捕らわれ…。

激戦を乗り越え新たに眷族となったリリ、ヴェルフ、そして命。ベルのもう一つの家族。深まる絆。だが、命を追って
ベルが迷い込んでしまったのはオラリオの歓楽街。そこで尐年は囚われの身である尐女・春姫と出会い…。

北海道・旭川の冬。正太郎は、櫻子さんと一緒に旭岳にある別荘に行くことに。さんざん雪山で遊んで別荘に戻る
と、暴風雪のせいで停電がおきてしまう。しかも暖炉の中から、人間の指の骨が見つかって…。

郵便配達員の秋宏には兄弟がいて、今やちょっとした人気タレント。秋宏は顔は兄とそっくりだが、性格はいたって
地味、なるべく目立たないようにしているのだが…。季節を駆けぬける郵便屋さんがはこぶ、小さな奇蹟の物語。

絶望的に素晴らしいこの世界に、僕は君と共にある…。芸能界を舞台に、ステージという世界の魔法、幻想に魅
入られた幼なじみのふたりの青年の愛と孤独を描いた青春小説。著者のスペシャルインタビューを収録。

内　　容　　紹　　介
仁菜子は素直でおっとりした高校生。まだ恋する気持ちはわからないけれど、今は友達と騒ぐのが楽しい毎日だ。
そんなある日の帰り道、電車の中で蓮と出会う。蓮は、学校でアイドルみたいに人気のある男の子だ。寡黙だけど
優しい蓮に、仁菜子はある不思議な気持ちを抱いて…?

蓮と親しくするうち、初めての「恋」を知った仁菜子。蓮に彼女がいても、ただ好きでいられればいい―そう思って
いた。だが、その矢先、安堂が仁菜子へ突然の告白!いつになく真剣な安堂に、蓮への気持ちにはいずれ『限界』
がくると言われてしまった仁菜子は、しだいに自分の気持ちがわからなくなり…?

高2になり、蓮と同じクラスになった仁菜子。「蓮と麻由香が別れた」という噂は瞬く間に広がっていたが、しばらく
は誰とも付き合う気はないと、蓮は女子からの告白を断り続けていた。そんな蓮を見て、自分の気持ちを押しつけ
るようなことはしたくないと、身動きがとれないでいる仁菜子。そんな時・・・

自分の蓮への気持ちが、安堂を傷つける…。そう思った仁菜子は、蓮への気持ちを再度抑えこもうとするが、思う
ようにはできずに苦しくなっていた。安堂は体育祭のリレーで、元カノの真央と同じチームに…。そして、体育祭が
終わったら仁菜子に気持ちを伝えると決めた蓮…。
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王様ゲーム　起源

爽子と風早、あやね、千鶴。それぞれの恋が動きはじめたクリスマスが終わり、むかえた年末。爽子17歳の誕生
日でもある大みそか、年越し直前に風早から電話が。そして爽子の新しい年がはじまる…。

パラサイドール事件の黒幕・周公瑾を追う司波達也。九島家の天才魔法師・光宣と共に、ついに潜伏先を突き止
めるが、そこは意外な場所だった。達也は、とある過去の強敵へと連絡を取り…。古都内乱編、完結。

深雪の許へ四葉本家から「慶春会」の招待状が届く。それが意味するものは、四葉家次期当主の指名。深雪の心
は千々に乱れる。そして「慶春会」前夜、達也たちは現当主の口から「深雪は達也の妹ではない」という?を告げら
れ…。

爽子、千鶴、あやね。進路を考えなければならない時期にさしかかり、深まっていく恋模様。そして再び迎えるバレ
ンタイン。大好きな人の近くにいられるのか、それとも離れてしまうのか…。

突然高度な文明を失った代償として、人びとが超能力を獲得しだした世界で、生涯をかけてひたすら旅を続ける男
ラゴスの目的は何か?

老舗オンラインゲーム「エルダーテイル」の世界に、日本人ゲーマー3万人が閉じ込められた! 一匹狼を自負してい
たシロエは、廃墟アキバから世界を変える。

音駒、梟谷、森然、生川らの強豪校相手に、初の東京遠征合宿に挑む烏野。そんな彼らを待ち受けていたのは、
ライバル校との様々な“交流”だった!? 本編未公開の合宿の裏側が明かされる!

ウォールマリアが突破され、豪商の息子・マティアスたちの住むクィンタ区にも巨人が出現、住民は暴徒化する。
幼なじみのリタは駐屯兵団に入団し、街を護りぬこうとするが…。「巨人」に襲われた惨劇を描く小説版公式外伝。

リタは街の秩序を守るため、規律を破った者を街の広場で“生きたまま巨人に喰わせる”ことに。幼なじみのマティ
アスは彼女の暴走を食い止めるべく反抗組織を結成するが…。「巨人」に襲われた惨劇を描く小説版公式外伝。

宿題、買い物、秘密特訓!? 高校生のビッグイベント「夏休み」を、練習三昧で過ごす烏野高校バレー部の面々。そ
んな彼らが部活の合間に見せた意外な一面とは…。音駒高校や伊達高校のエピソードも収録。

表面的な穏やかさは取り戻したものの、一方ですさんだ空気をまとい続けるアキバの街。アキバの情勢に嫌悪感
をぬぐいきれなくなったシロエがついに動きだす。

新人プレイヤーを鍛える合宿が始まった。彼らに訪れた初めての試練。同じ頃、シロエたち「円卓会議」の代表ら
は、大地人同盟との交渉にのぞんでいた…。

モンスター20000匹VS冒険者1200人! 異世界の危機に、「冒険者」と「大地人」の共同戦線が開始され…。

祭りでにぎわうアキバの街に新たな敵が侵入した。今度の敵は人間。攻撃目標は「円卓会議」!

東京・池袋。この街を襲う様々な謀略でダラーズに関わる者たちが消えていき、ひとつの所に集っていく。一方、意
識不明の門田を見舞う杏里の前に、捕まったはずの情報屋が現れた。騒ぎの中、首なしライダーが下す判断と
は?

壊れ始めた街、東京・池袋。罪歌で刺された新羅は自我を失い、新羅を奪われた首無しライダーは怪物と化して
いく。そして戒めを解かれた静雄が、ついに臨也の元へとたどり着き…。

後に「キセキの世代」と呼ばれる尐年たちをまとめあげ、全国制覇に導いた男がいた。彼は旅立ちの時を迎え…。
エースと呼ばれた男たちの物語。ジャケットはコミックスに着せ替え可能なリバーシブル仕様。カード付き。

春高バレー1次予選から代表決定戦までの2か月。強敵との戦いを前に、合宿、偵察、秘密特訓に励む烏野バ
レー部は…。本編で描かれなかった“景色”が明らかに! 音駒や梟谷のエピソードも収録。

豪華客船の処女航海に参加することになったコナンたち。そこで起こった殺人事件の犯人を追いつめるが、爆弾
が爆発! 沈みゆく船に蘭が取り残されていると知ったコナンは…。2005年公開映画のジュニア向け小説。

東京・池袋。この街は今まさに混沌の坩堝と化していた。首無しライダーと?がる全ての人が巻き込まれ、決着の
時を迎えようとしている。全ての始まりを告げたあの場所に集う時、歪んだ恋の物語が幕を閉じる-。

高2の純恋は、5年前に交通事故で自分をかばった男性が亡くなったことから、罪の意識を感じながら生きていた。
純恋はある日、優輝という尐年に出会って恋に落ちる。けれど優輝は実は、亡くなった男性の弟で…。

「スキキライ」と「泣き虫カレシ」鈴と蓮の絆。その鍵を握るのは伝説の歌姫、未来だった-。キュンキュンボカロ曲制
作チーム「HoneyWorks」の人気曲を小説化。鈴、蓮、未来3人の知られざるエピソードを描く。

駅彼　1 　それでも、好き。

魔法科高校の劣等生 (15)

魔法科高校の劣等生 (16)

駅彼　2 　もっと、きみを好
きになる。

書　　　名

王様ゲーム 再生9.19

請求記号出版社

夏林が2年間片思いしているのは、通学途中の駅で会う男の子。告白しようと決意したその日、自転車でぶつかっ
たのは、なんと告白相手の三浦くん! ケガをさせてしまい責任を感じる夏林に彼が言った言葉は…。

ついにカレカノになった夏林と瞬は、朝晩の通学電車でつかの間のデート。サッカーで忙しい瞬にお弁当を渡せる
だけで幸せな夏林だったけど、瞬の元カノがあらわれて…。ケータイ小説。書籍限定おまけ短編なども収録。

高校1年生の瑠璃は、背伸びして付き合った人に振られたばかり。幼馴染みのアキのことは男子として見たことは
なかった。けれど、ずっとアキに守られていたことを瑠璃は知らなくて…。瞬と夏林のその後も収録

日本中を襲った悲劇から3カ月。北海道各地で腹部を引き裂かれた死体が見つかった。それは、とても人間による
犯行とは思えなかった。そして9月19日の深夜0時、人類を嘲うかのような命令が届く…。サバイバルホラー。

内　　容　　紹　　介

中国地方の寒村・夜鳴村で、「王様」からの命令が書かれた封筒が見つかった。命令に従わない者は「首吊りの
罰」。最初は誰も本気にしなかったが、翌朝、命令に従わなかった村人が首を吊って死んでいた…。サバイバルホ
ラー。


