
                               

  

  

 

                               

 

 

  

 

  

 

 

書　　名 著　者 出版者

908 ゴ 5分後に意外な結末ex　オレンジ色に燃える呪文

908 ゴ 5分後に意外な結末ex　エメラルドに輝く風景

911 オ テーマ別に集めた名詩セレクション

913 イ セブンズ！ 五十嵐　貴久 KADOKAWA 釜崎市の７人制女子ラグビーチームが国体優勝を目指して奮闘する。

913 カ 涙倉なみだくらの夢 柏葉　幸子 講談社 母の実家の倉の中で不思議な体験をする亜美。

913 コ 震える教室 近藤　史恵 KADOKAWA お嬢様学校にひそむ謎と怪奇を解き明かすホラーミステリー

913 サ シロガラス　5　青い目のふたご 佐藤　多佳子 偕成社
白鳥神社子ども神楽のメンバー６人。超能力がパワーアップ
した彼らの前に現れたのは…

913 ソ ぼくらの卒業旅行（グランド・ツアー） 宗田　理 ポプラ社　
高校を卒業し、「ぼくら」はアジアの国々を回る旅行へ。普
通の観光ではない旅が展開。

913 タ 5分後に恋の結末　解けない謎と放課後の密談 橘つばさ，桃戸ハル 学研プラス 胸がすく恋の結末、胸がしめつけられる恋の結末…

913 タ ありえないほどうるさいオルゴール店 瀧羽　麻子 幻冬舎
北の町のオルゴール店。お客の“心に流れる曲”を、世界で
たったひとつのオルゴールに仕立ててくれる。

913 ナ ひかり舞う 中川　なをみ ポプラ社　
戦国時代、「縫い物師」として生きた少年・平史郎と、彼を
とりまく人々を描く歴史小説。

913 ナ 少年たちの戦場 那須　正幹 新日本出版社　
明治維新から第二次世界大戦まで、大人にまじって敵と闘っ
た少年たちの物語全4話

913 ニ ぼくたちのPパラダイス にしがき　ようこ 小学館
夏休みにおじさんの‘別荘’に付いて行った雄太。山の自然
を守る活動を手伝い、大きく成長する。

913 ハ 奇譚ルーム はやみね　かおる 朝日新聞出版
SNSの仮想空間に奇譚（珍しい話）を語り合うために１０人の
ゲストが集まったが…。

913 ハ ドリーム・プロジェクト 濱野　京子 PHP研究所　
祖父が暮らしていた古い家を再生して地域の憩いの場とする
ため、クラウドファンディングを立ち上げる拓真たち。

913 ム 昔話法廷　Season3 NHK　Eテレ「昔話法
廷」制作班 金の星社 「ヘンゼルとグレーテル」「さるかに合戦」の2つの裁判

913 ム 星をつなぐ手　-桜風堂ものがたり- 村山　早紀 PHP研究所 田舎町の小さな書店の再生に取り組む一整の物語・完結篇

913 ム 春の旅人 村山　早紀＋げみ 立東舎 ３つの短編小説にやさしいイラストがよりそう美しい本

913 ヤ ふたりみち 山本　幸久 KADOKAWA
67歳の元歌手ゆかりと12歳の家出少女・縁はひょんなこと
から一緒に旅をすることになり、固い絆で結ばれていく。

913 ヨ 南西の風やや強く 吉野　万理子 あすなろ書房
鎌倉の海辺の町を舞台に、2人の少年と1人の少女の１２歳・
１５歳・１８歳の青春を描く。

913 ヨ 妖怪アパートの幽雅な食卓　るり子さんのお料理日記 香月　日輪 講談社　 手だけの幽霊・るり子さんが作った絶品料理レシピ25種の再現

913 ヨ 妖怪アパートの幽雅な人々　妖アパミニガイド 香月　日輪 講談社　 シリーズ登場人物たちの裏設定・サイドストーリーを紹介。

933 サ 泥 ルイス・サッカー 小学館
立ち入り禁止の森に囲まれた学校。森ではクリーンなエネル
ギーを育てているらしいが…。ミステリー・スリラー。

933 ト ハックルベリー・フィンの冒険　上・下 マーク・トウェイン 岩波少年文庫
気ままに生きる少年ハックルベリー・フィンは、いかだでミシシッピ
川をくだる冒険の旅へ。

933 ペ キツネのパックス　愛をさがして サラ・ペニーパッカー 評論社
ピーターは、死にかけていた子ギツネを助けて一緒に生きて
きたが、別れなければならなくなり…。

933 リ アポロンと5つの神託　1　太陽の転落 リック・リオーダン ほるぷ出版 『パーシー・ジャクソン』シリーズ第３弾。アポロンの試練の旅

933 ド 名探偵ホームズ踊る人形　 コナン・ドイル 理論社 コナン・ドイル　ショートセレクション

949 ド 青い月の石 トンケ・ドラフト 岩波少年文庫
月が青くなると特別なことが起きる。ある日現れた地下世界の王を
追って、ヨーストとヤンの大冒険が始まる。

953 ゾ 猫の楽園　 エミール・ゾラ 理論社 ゾラ　ショートセレクション

983 ト 三びきのクマ　 レフ・トルストイ 理論社 トルストイ　ショートセレクション

E ヨ みえるとかみえないとか ヨシタケ　シンスケ アリス館
宇宙飛行士のぼく。目が3つあるひとの星では「後ろが見え
ないなんてかわいそう」と言われ…？？違いを考える絵本。

大人になるまでに読みたい15歳の詩　4 あそぶ、５ たたかう、６ わらう（ゆまに書房）

分類

　　　　９　　文　　学　　　　９１　　日本文学　　　９３　　アメリカ・イギリス　　94　ドイツ・北欧　　95　フランス　　98　ロシア　　　E　　えほん

桃戸　ハル編 学研プラス
あっという間に読めてあっと驚くドンデン返しが待ってい
る、短編３０本！
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秋もだんだん深まってきました。芸術の秋・スポーツ

の秋・食欲の秋…と、何をするにも最適な季節ですね。 

合唱コンクールを前に学校中に歌声があふれていて、 

２６日の本番が楽しみな毎日です。図書室でも 

音楽をテーマとする本などを展示しています。  

読書の秋もお忘れなく！    （司書・森）             

新着図書リスト 〈文  学〉  

１年 雨宮時雨（ペンネーム） 

 

新着本のブックトラックに展示しています。 
見つからないときは司書に聞いてください。  

 



 

分類 書　名 著　者 出版者

017 学校図書館はカラフルな学びの場 松田　ユリ子 ぺりかん社　 高校図書館に取材し、生徒や教職員のエピソードを紹介

210 勇者はなぜ、逃げ切れなかったのか 田所　真 くもん出版
大津波、噴火、大地震などの自然災害の遺跡から、災害のときに
どのように考えて行動したのかを考察

288 日本人のおなまえっ！　1 NHK「日本人のおな
まえっ！」制作班 集英社 日本人の名前に関するルーツをたどり、ナゾを解く。

289 アンネ・フランク 早乙女　勝元 新日本出版社
「アンネ・フランク　隠れ家を守った人たち」と「アウシュビッ
ツと私」の2作品を収録

297 国境なき大陸南極 柴田　鉄治
冨山房イン
ターナショナ
ル

南極条約によって軍事利用の禁止、生態系の保全などが決められ
た「人類共存の平和の地」南極から地球を語る。

317 救助犬エリーの物語 W．ブルース・キャメロン 小峰書店 救助犬に選ばれた子犬が、訓練を受けて成長し活躍する物語

361 くらべる世界 おかべたかし文、
山出高士写真 東京書籍

朝ごはん、折り紙、雪だるま…33項目について、ある二か国間で
の違いを写真でくらべて解説。

369 もしときサバイバル術Jr．　災害時に役立つスキルを手に入れろ！
片山　誠，
高橋　未来イラスト

太郎次郎社エディタス SOS、ファイヤー、ウォーター、ファーストエイド、フードなどのスキル

369 聴導犬のなみだ　良きパートナーとの感動の物語 野中　圭一郎 プレジデント社
保護センターから引き取られた子犬が愛情を持って育てられ、認
定試験に合格して聴導犬になって活躍する。

369 髪がつなぐ物語 別司　芳子 文研出版
長く伸ばした髪を寄付する「ヘアドネーション」活動。寄付した
髪は「医療用ウィッグ」として生まれ変わる。

371 学校に行きたくない君へ　大先輩たちが語る生き方のヒント。 全国不登校新聞社編 ポプラ社
不登校の若者たちが体当たりで取材した、人生の大先輩20名の本
音のインタビュー集

371 いじめ　心の中がのぞけたら　漫画明日がくる　1～４ 本山　理咲 朝日学生新聞社
『朝日中学生ウィークリー』の「いじめ伝言板」に寄せられた体
験談などをもとにして描いた漫画。

376 工学部 漆原　次郎 ぺりかん社 中高生のための学部選びガイド

377 ノーベル賞117年の記録 ノーベル賞の記録編集
委員会編

山川出版社 1901～2017年の全受賞者892人、24団体の業績

歯科医師になるには 笹田　久美子 ぺりかん社 第一線で活躍する歯科医師の生きた仕事現場を取材

美容師・理容師になるには 大岳　美帆 ぺりかん社　 適性や心構え、なるための道のり

獣医師になるには 井上　こみち ぺりかん社 獣医師の仕事、なり方、獣医師の課題など

402 世界を変えた50人の女性科学者たち　　　 レイチェル・イグノト
フスキー 創元社 古代から現代までの女性科学者を紹介

440 宇宙図鑑 藤井　旭 ポプラ社

444 太陽のきほん　　 上出　洋介 誠文堂新光社

446 月のきほん　　 白尾　元理 誠文堂新光社

450 なぜこうなった？あの絶景のひみつ 増田　明代文・構成 講談社 ウユニ塩湖やグランド・キャニオンなどの自然と歴史

451 気象災害から身を守る大切なことわざ　 弓木　春奈 河出書房新社
自然災害から身を守るために覚えておきたい
ことわざや言い伝え。「台風にはお返しがある」など。

454 日本の山と海岸　成り立ちから楽しむ自然景観 島津　光夫 築地書館 日本列島のおもな自然景観を岩石や地質などから解説

454 洞窟の疑問30　 成山堂書店 探検から観光、潜む生物まで、のぞきたくなる未知の世界

454 東京「スリバチ」地形散歩  多摩武蔵野編 皆川　典久 洋泉社 井の頭池・善福寺池、深大寺、国分寺など、スリバチ（谷）地形をガイド

457 ぼくは恐竜探険家！ 小林　快次 講談社 恐竜学とは、どんな研究をするのか？　恐竜学者になるには？

460 都会のいきもの図鑑　 前田　信二 メイツ出版 都会で見られるいろいろな動植物をカラー写真で解説

468 外来生物ずかん ほるぷ出版 代表的な外来生物90種とそれに関わる生きものを紹介

470 色と形で見わけ散歩を楽しむ花図鑑 大地　佳子
亀田　龍吉写真 ナツメ社 色と形で検索できる図鑑。花や葉のデータ、特徴、名前の由来を解説

472 高尾山全植物　 山田　隆彦 文一総合出版 高尾山で見られる植物約1500種のカラー写真と解説

480 気がつけば動物学者三代 今泉　忠明 講談社 父も兄も息子も動物学者という著者が動物学者になるまでの道のり

480 へんな生きもの　へんな生きざま 早川　いくを エクスナレッジ
生きるのに必死すぎて、こんなにもへんてこになった生きものた
ち。ヨウカイカマキリ、コモリガエル、リュウグウノツカイ…。

481 動物進化ミステリーファイル 大渕　希郷 実業之日本社
動物たちの進化の理由を、科学的根拠に基づいて推理形式で学べ
る空想科学図鑑。

481 動物たちのすごいワザを物理で解く マティン・ドラーニ
リズ・カローガー

インターシフト 重力に逆らうネコ、水滴を最大量飛ばせるイヌ、生物版GPSを使うカメ…

488 絶景・秘境に息づく世界で一番美しいペンギン図鑑 水口　博也，長野　敦 誠文堂新光社 世界各地の美しい絶景・秘境でのペンギンたちの生態写真。

492 よくわかるみんなの救急　 坂本　哲也編 大修館書店 救急車が来るまでの間に役立つ、けがや急病の知識と応急手当

519 人の心に木を植える 畠山　重篤 講談社
気仙沼の漁師たちが山に木を植え続ける「森は海の恋人」活動30
年。大震災を乗り越え、海がよみがえるまでの感動の物語。

523 もっと知りたいガウディ 生涯と作品 入江　正之 東京美術 バルセロナに独自の作品を残したことで知られる建築家ガウディ

523 世界の建築家解剖図鑑　 大井　隆弘ほか エクスナレッジ 古代エジプトから現代建築までイラストで解剖

536 日本の高速鉄道史　 高野　晃彰 メイツ出版 新幹線など高速鉄道の歴史を、名列車の写真とともに解説

588 世界を救うパンの缶詰 菅　聖子 ほるぷ出版
3年間おいしさを保存できる「パンの缶詰」で、海外の飢餓地域を
救う仕組みまで作る。世界を救う「奇跡の缶詰」

596 魔法のホットケーキミックスおやつ303 学研プラス パンケーキ、蒸しパン、タルトなど、気軽に作れるおやつレシピ

596 お菓子とパン 小麦粉なしでかんたん,やさしい 桑原　奈津子 主婦と生活社 米粉で作るお菓子とパンのレシピ

609 単位と記号パーフェクトガイド 誠文堂新光社 私たちの身の回りにあふれる単位や記号を詳しく解説

645 岩合光昭の日本犬図鑑 岩合　光昭文・写真 文溪堂
国の天然記念物に指定されている6犬種について、日本人とくらし
てきた歴史、性格、特徴などを、写真と文章で紹介

712 運慶への招待 朝日新聞出版 仏像や仏教を知らない人でもわかる運慶入門書

721 もっと知りたい伊藤若冲 生涯と作品 佐藤　康宏 東京美術 若冲の芸術の特徴や意義など様々な角度から解説

721 もっと知りたい横山大観 生涯と作品 古田　亮ほか 東京美術 大観の生涯をたどりながら、作品の魅力と本質に迫る。

780 オリンピック・パラリンピック全競技　ルールと見どころ！　1～6 ポプラ社 オリ・パラ全競技の歴史・ルール・見どころ

782 小・中学生のための運動会で1位になる速くなる走り方教室 堀籠　佳宏 カンゼン オリンピック日本代表コーチが伝授！

　　　　　　５　　技術・工業・家庭　　　　６　　産業　　　　７　　芸術・スポーツ

新装版、改訂版

職業

　　　　　　　４　　自然科学　　　　

　　　　　　０　　総記　  　２　　歴史・地理　　  　３　　社会科学

 

 

 

 

 

新着図書リスト 〈文学以外〉  


