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147 絶対に出る世界の幽霊屋敷 ロバート グレンビル 日経ナショナルジオグラフィック 

159 自信の育て方 藤 美沖マンガ イラスト 旺文社 

159 はい！こちら子ども記者相談室デス！ かめおか子ども新聞 新潮社 

160 世界とつながるみんなの宗教ずかん 中村 圭志∥監修 ほるぷ出版 

210 「できごと」と「くらし」から知る戦争の４６か月 大石 学∥監修 学研プラス 

210 日本史探偵コナン外伝（アナザー） 青山 剛昌∥原作 小学館 

288 天皇〈１２５代〉の歴史 山本 博文∥監修 西東社 

289 福沢諭吉 石崎 洋司∥文 講談社 

290 世界の秘密都市 ジュリアン ビークロフト 日経ナショナルジオグラフィック 

310 １４歳からの政治入門 池上 彰∥著 マガジンハウス 

311 民主主義は誰のもの？ プランテルグループ∥文 あかね書房 

313 独裁政治とは？ プランテルグループ∥文 あかね書房 

317 政治のしくみを知るための日本の府省しごと事典 1-7巻 森田 朗∥監修 岩崎書店 

318 しりたいな全国のまちづくり 岡田 知弘∥監修 かもがわ出版 

319 平和をつくるを仕事にする 鬼丸 昌也∥著 筑摩書房 

321 法学のおもしろさ 山本 聡∥著 北樹出版 

323 今こそ知りたい！三権分立 １-３巻 こどもくらぶ∥編 あすなろ書房 

329 ニュースに出てくる国際組織じてん 1-3巻 池上 彰∥監修 彩流社 

329 よくわかる大使館 河東 哲夫∥監修 ＰＨＰ研究所 

332 １４歳からの資本主義 丸山 俊一∥著 大和書房 

350 世界統計年鑑 2019 英『エコノミスト』誌編集部∥編 ディスカヴァー・トゥエンティワン 

361 統計から読み解く４７都道府県ランキング 久保 哲朗∥著 日東書院本社 

361 社会格差はどこから？ プランテルグループ∥文 あかね書房 

361 １０代からの社会学図鑑 クリス ユール∥著 三省堂 

367 女と男のちがいって？ プランテルグループ∥文 あかね書房 

369 親子で学ぶ防災教室 災害食がわかる本 今泉 マユ子∥著 理論社 

369 親子で学ぶ防災教室 身の守りかたがわかる本 今泉 マユ子∥著 理論社 

369 子連れ防災ＢＯＯＫ ママプラグ∥著 祥伝社 

新しい本が届きました！ 
『絶対に出る世界の幽霊屋敷』 

騎士の怨念が棲みつく古城、魂のさまよう

墓地、血塗られた裏通り、猟奇殺人事件の

舞台となった館、怪奇現象の絶えない廃病

院…。世にも恐ろしい世界の心霊スポット

89カ所を、美しい写真と幽霊話で紹介。 

『世界の秘密都市』 

極秘裏に作られた米軍の原爆施設、

旧ソ連や中国の地図にない町、長期

生活が可能な核シェルター…。地球

に残る世界各地の秘密都市など。 

『よくわかる大使館』外国に置かれ、大使をはじめとする外交

官が、相手国との「外交」を行う大使館。人脈づくりや政府間

の交渉、経済協力、広報、文化交流など、さまざまな活動を行

う大使館の役割と、そこで働く職員の仕事をやさしく説明。 
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382 世界の文化と衣食住 １-４巻 鈴木 佑司∥監修 小峰書店 

457 ああ、愛しき古生物たち 土屋 健∥著 笠倉出版社 

465 図解身近にあふれる「微生物」が３時間でわかる本 左巻 健男∥編著 明日香出版社 

486 虫ぎらいはなおるかな？ 金井 真紀∥文と絵 理論社 

489 奈良 鹿ものがたり 中村 文人∥文 佼成出版社 

498 いのちを救いたい救急救命２４時 風讃社∥編 汐文社 

518 最新！リサイクルの大研究 田崎 智宏∥監修 ＰＨＰ研究所 

519 地球と環境のはなし 稲場 秀明∥著 技報堂出版 

538 元ＪＡＸＡ研究員も驚いた！ヤバい「宇宙図鑑」 谷岡 憲隆∥著 青春出版社 

538 宇宙探査ってどこまで進んでいる？ 寺薗 淳也∥著 誠文堂新光社 

596 旅するパティシエの世界のおやつ 鈴木 文∥著 ワニ・プラス 

596 魔法使いたちの料理帳 オーレリア ボーポミエ∥著 原書房 

602 日本の産業大事典 藤田 晃之∥監修 あかね書房 

720 黒板アート甲子園作品集 日学株式会社∥総監修 日東書院本社 

726 スヌーピーのもっと気楽に チャールズ Ｍ．シュルツ∥著 朝日新聞出版 

759 てのひらのえんぎもの 佐々木 一澄∥文と絵 二見書房 

789 嘉納治五郎 真田 久∥著 潮出版社 

791 日日是好日 森下 典子∥著 新潮社 

801 １０か国語でニッポン紹介 １-５巻 パトリック ハーラン∥英語指導 岩崎書店 

809 発表がうまくなる 室木 おすし∥マンガ イラスト 旺文社 

911 こども「折々のうた」１００ 大岡 信∥著 小学館 

913 文豪ストレイドッグス外伝 綾辻行人ＶＳ．京極夏彦 朝霧 カフカ∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913 文豪ストレイドッグスＢＥＡＳＴ 朝霧 カフカ∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913 月白青船山 朽木 祥∥作 岩波書店 

913 初恋まねき猫 小手鞠 るい∥著 講談社 

913 小説天気の子 新海 誠∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913 右手にミミズク 蓼内 明子∥作 フレーベル館 

913 徳治郎とボク 花形 みつる∥著 理論社 

913 十年屋 広嶋 玲子∥作 静山社 

913 弥助、命を狙われる 広嶋 玲子∥著 東京創元社 

913 作り直し屋 広嶋 玲子∥作 静山社 

913 名探偵コナン異次元の狙撃手（スナイパー） 青山 剛昌∥原作 小学館 

913 名探偵コナン紺青の拳（フィスト） 青山 剛昌∥原作 小学館 

913 日めくり怪談 吉田 悠軌∥著 集英社 

933 野生のロボット ピーター ブラウン∥作 絵 福音館書店 

953 瓶に入れた手紙 ヴァレリー ゼナッティ∥作 文研出版 

『魔法使いた

ちの料理帳』 

魔法使いの家

庭料理から、記

念日を祝うた

めの魔法の料

理、不思議な力

を持つ魔法薬

まで、100の

レシピを紹介。 

『あぁ愛しき古生物たち』 

すでに絶滅し、化石でしかその姿を見ること

ができない古生物 120種類を紹介。研究の進

展によってわかってきた姿、いまだ謎の多い

生態、その謎に挑戦する古生物学の楽しさを、

イラストとともに伝える。 

『弥助、命を狙われる』 

脱獄した女妖の脅しに、養い親である千弥の過保護が暴走。弥助は息が

詰まりそうだった。結界が張られた長屋から出ないことを条件に、妖怪

の子預かり屋をやることを千弥はしぶしぶ認めるが…。 

お江戸妖怪ファンタジー第 8弾。 



 


