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新しい本がはいりました！ 
分類

番号 
書名 著者名/監修他 出版社 

017 学校図書館お話・文学間違い探し素材集 少年写真新聞社 少年写真新聞社 

145 錯視の魔術 ジャンニ Ａ．サルコーネ 教育画劇 

147 ３分後にゾッとする話 １巻、２巻 並木 伸一郎 理論社 

150 こどものための道徳  学び方編 斎藤 孝 ビジネス社 

210 １０代に語る平成史 後藤 謙次 岩波書店 

289 Ｍｒ．トルネード 佐々木 健一 小学館 

290 世界の国と地域ずかん 井田 仁康 ほるぷ出版 

290 世界の国境を歩いてみたら… 番組取材班 河出書房新社 

291 東京歴史さんぽ  ぴあ 

291 東京超詳細地図 成美堂出版編集部 成美堂出版 

291 乗る＆歩く 京都編２０１９年春夏～初秋版 ユニプラン 

291 ビジュアルデータブック日本の地理 井田 仁康 学研プラス 

291 るるぶ地図でよくわかる都道府県大百科 ＪＴＢパブリッシング 

319 感情的になる前に知らないと恥ずかしい中国・韓国・北朝鮮Ｑ＆Ａ 富坂 聡 講談社 

366 大人になったらしたい仕事 朝日中高生新聞編集 朝日学生新聞社 

386 日本の祭り 『日本の祭り』編集室 理論社 

386 しめかざり 森 須磨子 工作舎 

402 世界の科学者まるわかり図鑑 藤嶋 昭 学研プラス 

454 写真で愉しむ東京「水流」地形散歩 小林 紀晴 集英社 

472 土手の草花 中本 賢 北野書店 

483 ときめくクラゲ図鑑 峯水 亮 山と渓谷社 

487 日本の海水魚 吉野 雄輔 山と渓谷社 

491 読書がたくましい脳をつくる 川島 隆太 くもん出版 

493 犬が来る病院 大塚 敦子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

498 義肢装具士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究 保育社 

519 クジラのおなかからプラスチック 保坂 直紀 旬報社 

日本全国 47 都

道府県の怖い話

を網羅した、一

話読みきりのホ

ラー版ショート

ショート。 

日本にはないもの、それは地続きの国

境線! ア国境周辺を歩いてわかった文

化の違いと国際情勢を紹介。 

日本で初めて小児病棟にセラピー

犬の訪問を受け入れた医療機関、

聖路加国際病院。医師や看護師、

保育士、心理師等、多くのスタッ

フによる取り組みを、4 人の子ど

もたちを通して描く。 
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536 車いすの図鑑 高橋 儀平 金の星社 

583 つくって楽しむわら工芸  農山漁村文化協会 

597 子どもと一緒に身につける！ラクして時短の「そうじワザ」７６ 新津 春子 小学館 

626 野菜を守れ！テントウムシ大作戦 谷本 雄治 汐文社 

645 子ねこリレー大作戦 今西 乃子 合同出版 

680 キリンの運びかた、教えます 岩貞 るみこ 講談社 

686 はっけん！鉄道ＮＩＰＰＯＮ ヴィトゲン社 ＰＨＰ研究所 

725 線一本からはじめる伝わる絵の描き方 
ＯＣＨＡＢＩ Ｉｎｓｔｉｔｕｔ

ｅ 
インプレス 

726 ５億年後に意外な結末 菅原 そうた 学研プラス 

727 つくろうよ！アンビグラム 野村 一晟 飛鳥新社 

748 きょうもバテてます 朝日新聞出版 朝日新聞出版 

754 たのしい動物おりがみ 主婦の友社 主婦の友社 

754 超カンタン！トリック工作 ＢＯＯＫ 杉原 厚吉 主婦と生活社 

780 オリンピックものしりチャンピオン  くもん出版 

787 多摩川森林組合 多摩川森林組合 未知谷 

796 ひふみんの将棋の一二三 津江 章二 神宮館 

798 東大ナゾトレ東京大学謎解き制作集団ＡｎｏｔｈｅｒＶｉｓｉｏｎからの挑戦状 
東京大学謎解き制作集団

Ａｎｏ 
扶桑社 

813 ことばハンター 飯間 浩明 ポプラ社 

813 学校では教えてくれない！国語辞典の遊び方 サンキュータツオ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

833 日英ことわざ文化事典 山田 雅重 丸善出版 

837 英語で東京道案内 キャサリン Ａ．クラフト 大和書房 

837 中学英語で日本を紹介する本 デイビッド セイン 河出書房新社 

837 敬語の英語 デイビッド セイン ジャパンタイムズ 

908 ５分後に意外な結末ｅｘ 桃戸 ハル 学研プラス 

910 死ぬまでに一度は訪ねたい東京の文学館 増山 かおり エクスナレッジ 

913 トリガー いとう みく ポプラ社 

913 宮廷神官物語 1～５巻 榎田 ユウリ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913 青の数学   1巻、２巻 王城 夕紀 新潮社 

913 太陽ときみの声 2巻 川端 裕人 朝日学生新聞社 

913 ソバニイルヨ 喜多川 泰 幻冬舎 

913 秘密結社Ｌａｄｙｂｉｒｄと僕の６日間 喜多川 泰 サンマーク出版 

913 君型迷宮図 久米 絵美里 朝日学生新聞社 

913 そしてぼくらは仲間になった 小嶋 陽太郎∥作 ポプラ社 

豊作や幸いを願う祈りの表現として

全国各地に受け継がれたわら工芸を

網羅。 

これこそプロの仕事！①岩手から東京へお

嫁に行くことになったキリンを運ぶ。②日

本からイギリスまで鉄道車両を運ぶ。③ 

こども病院の中身を丸ごと運ぶ。 「運

ぶ」プロたちが挑んだ、3 つのプロジェク

トの舞台裏を描く。 

すぐに解ける人も、意外に大苦戦

な人も！人気謎解き問題集第 2

巻。 

国語辞典をつくるために、ことばを集め、説明

を書く-。そのために、毎日本やテレビ、イン

ターネットや街の中などを観察し、ことばを探

す、「三省堂国語辞典」編集委員の著者が、辞

書をつくる仕事について綴る。 

1～5 巻まで一気読み間違いなし。聖なる白虎の伝説が残る麗虎国。美貌の宮廷神官・鶏冠

は、王命を受け、人の心の善悪を見抜く力がある「慧眼」を持つ「奇蹟の少年」を探す。見

つかった奇跡の少年は、本物なのか！？二人目も現れて…。 

とことんゆるくて自由すぎるどうぶつたちの脱力系写真集。 



『くじらのおなかからプラスチック』 

 浜に打ち上げられたクジラの死因は、大量のプ

ラスチックを飲みこんだから。プラスチックごみ

は、このままでは 2050 年に海の魚の重量を上

回るともいわれています。早急な解決が望まれま

す。現在日本はプラゴミを海外に輸出していま

す。どこかに埋めればよいという問題ではありま

せん。 

地球規模の課題の実態は? 人体への影響は?  

 海洋プラスチックごみ問題の最前線を伝えま

す。 

913 ５分後に恋の結末 橘 つばさ 学研プラス 

913 ぼくたちのＰ にしがき ようこ 小学館 

913 おおあたり 畠中 恵 新潮社 

913 人魚の眠る家 東野 圭吾 幻冬舎 

913 妖怪奉行所の多忙な毎日 広嶋 玲子 東京創元社 

913 凸凹あいうえおの手紙 別司 芳子 くもん出版 

913 跡を消す 前川 ほまれ ポプラ社 

913 むこう岸 安田 夏菜 講談社 

915 世界の家族／家族の世界 椎名 誠 新日本出版社 

933 願いごとの樹 キャサリン アップルゲイト 偕成社 

933 カーネーション・デイ ジョン デヴィッドアンダーソン ほるぷ出版 

933 ドレスを着た男子 デイヴィッド ウォリアムズ 福音館書店 

933 ジーヴズの事件簿  才智縦横の巻 Ｐ．Ｇ．ウッドハウス 文芸春秋 

933 ジーヴズの事件簿  大胆不敵の巻 Ｐ．Ｇ．ウッドハウス 文芸春秋 

933 変化球男子 Ｍ．Ｇ．ヘネシー 鈴木出版 

933 ヒトラーと暮らした少年 ジョン ボイン あすなろ書房 

933 ぼくがスカートをはく日 エイミポロンスキー 学研プラス 

933 ステラ・モンゴメリーの冒険 ジュディスロッセル 評論社 

973 ぼくたちは幽霊じゃない ファブリツィオガッティ 岩波書店 

 

 

 

 

         <この本に注目> 

 

 

 

 

 

 

 

 

勉強も部活も恋も、何もかも中途半端な 18 歳の少

年、颯汰。そんな彼が、本気になって“今”を生き

ている大人たちと出会う。彼らの秘密組織の名は

「Lady Bird」。颯太は次第に今を生きる意味に気

付く。 

お江戸妖怪ファンタジー第 7 弾。今度は双子

のカラス天狗が大活躍！ 

上皇后美智子様がゆっくり読んでみたい本とし

てあげられた『ジーヴズ事件簿シリーズ』。天才

執事ジーヴズが、若主人バーティを襲う難題を

奇策の数々で見事に切り抜けてみせる。 
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個人カードの紹介 

   

 

特典：カードのランクにあわせて、 

本が多くかりられます。 

 

  1 5 冊以上読破すると→ブロンズカード 

  ５０冊以上読破すると→シルバーカード 

  120 冊以上読破すると→ピンクゴールドカード 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

個人カードＧＥＴしよう！ 

 

 ブロンズカードをもらった人は、 

４月から 23 人。 

 

シルバーカードをもらったひとは、1 人です。 

 

最高位のピンクゴールドカード保持者は、 

全学年で 10 人しかいません。 

あなたも目指してみませんか？ 
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