
２０２２年１２月１９日〜貸出開始の本 

ジョーンズ，ミランダ 

『ミオととなりのマーメイド』 

〈９〉〈10〉〈11〉  

小学校低学年から 

９３３/ミ 

「海辺の町にすむミオが、あらしの日にであっ

たのは…長い黒髪にグレーのひとみをした、

美しい人魚の女の子でした―！」 

大人気シリーズ、待望の新入荷！ 
 

焼まゆる 

『絵が上手くなる５つの習慣 

大切なのは練習や勉強だけじゃな

い！』 

726/ヤ 

「この本は、絵の描き方を解説するのもではあ

りません。それよりもっと番大事なプロが当た

り前にやっている習慣にフォーカスした本で

す。」 
 

辻村深月 

『かがみの孤城』〈上〉〈下〉 

 

小学校中学年から 

913/ツ/文庫 

「学校での居場所をなくし、閉じこもっていた

“こころ”の目の前で、ある日突然部屋の鏡が

光りはじめ、鏡をくぐりぬけた先にあったの

は、お城のような建物。」待望のノベライズ！ 
 

常本浩幸 

『面接官に好印象を与える高校入試 

面接のオキテ５５ （改訂版）』 

 

002/ツ 

「面接でイチバン大切なのは、自己 PR ではな

く相手（＝面接官）目線！先生の語り口調で楽

しく読める本です！入試の新傾向にも対応し

ています。」 

 

カナヘイ 

『カナヘイの小動物ゆるっとカンタン

韓国語会話 - 音声ＤＬ付き』 

 

829/キ 

「元気？」「いいね！」「まじ？」など、友だちと

の会話の中でふと口に出るような、言いたく

なるような表現が、かわいくてユーモラスなイ

ラストを見るだけで頭にすっと入ってきます。 

 

李姉妹 

『長草くんと李姉妹のまるっと話せ

る中国語』 

 

827/リ 

「ありがとう」「いいね！」「本当によかった！」

など、友だちとの会話の中ですぐに言いたく

なるような表現が、長草くんのかわいくてユ

ーモラスなイラストといっしょに覚えられま

す。  

米澤穂信 

『黒牢城』 

 

小学校高学年から 

９１３/ヨ 

「信長に叛逆した荒木村重と囚われの黒田官

兵衛、二人の推理が歴史を動かす」４つの主要

年間ミステリランキングすべてで 1 位を獲得

し、史上初の四冠を達成した、この冬一押し！ 

 

ギタンジャリ・ラオ 

『ギタンジャリ・ラオSTEMで未来は

変えられる』 

小学校高学年から 

407/ラ 

2020 年、米 TIME 誌初の「Kid of the 

Year」を受賞した 15歳の科学者、ギタンジャ

リ・ラオ初の本格的自著！世界が注目する１５

歳の科学者からあなたへのメッセージ 

 



ジャクリーン・ウッドソン 

『わたしは夢を見つづける』 

 

小学校高学年から 

９３３/ウ 

不条理なことの多い世の中においても、明日

への希望を信じ、夢をみることをあきらめな

い強い意志が、日本の読者をも勇気づける作

品。全米図書賞をはじめ、数々の賞を受賞し

た本。  

高瀬美恵 

『星のカービィ（ディスカバリー新世

界へ走り出せ!編）』 

小学校低学年から 

９１３/タ/文庫 

プププランドの空に、とつぜん、ナゾのうずが

あらわれた！大人気ゲーム『星のカービィ デ

ィスカバリー』の小説。待望の新入荷！ 

 

廣嶋玲子 

『公式ガイドブック ふしぎ駄菓子屋

銭天堂にようこそ』 

小学校中学年から 

９１３/ヒ 

銭天堂の外観や内部をカラーで初公開！１４

巻までの駄菓子を一挙解説！紅子のライバ

ル？よどみの世界（たたりめ堂、天獄園と

は？）。 

書き下ろしほか、読み物３作品を収録  

廣嶋玲子 

『ふしぎ駄菓子屋銭天堂 〈１８〉』 

 

小学校中学年から 

９１３/ヒ 

「迷い家不動産にようこそ。どんな物件をおさ

がしですかな？」「あい。じつは、あたくし、駄

菓子屋をひらきたいと思っているんでござん

す。」紅子が駄菓子屋を開く話。待望の最新刊 

 

ＲＥＧＡＴＥドリブル塾 

『マンガでわかる！ＲＥＧＡＴＥドリブ

ル塾が教える超少年サッカー講座』 

 

７８３/サ 

マンガとイラストでわかりやすく、大人気の

YouTube チャンネル「REGATE ドリブル

塾」が上達の近道を徹底解説。QR コードで動

画もチェックできます。楽しく学べる最新の少

年サッカーの教科書。  

noprops 

『青鬼（１０）[ジェイルハウスの決

戦]』 

小学校中学年から 

９１３/ノ/文庫 

「僕は…どうしてしまったのでしょう？」すべ

てが始まった場所ジェイルハウスでひろし達

が見たものとは…大人気シリーズの新入荷！ 

 

中村哲 

『希望の一滴 

- 中村哲、アフガン最期の言葉』 

 

５１７/ナ 

治療よりも水と食料が必要だと医師中村哲は

１，６００本の井戸を掘り５万人の命を支える

用水路を建設した。「平和には戦争以上の力

があるー」彼の活動を言葉と数々の写真で振

り返る  

ヨシダナギ 

『しれっと逃げ出すための本。』 

＜ＹＡ心の友だちシリーズ＞ 

 

159/ヨ 

みんなと同じじゃなくていい。逃げ出したいの

に逃げられない人たちのために、あくまでも

「しれっと」色々な嫌なことから逃げ出す方法

を人気フォトグラファーがゆる～く伝える一

冊  



児美川孝一郎 

『自分のミライの見つけ方 :  

いつか働くきみに伝えたい「やりた

いこと探し」より大切なこと』 

366/コ 

「大人は知らない。１０代のためのキャリアの

教室。将来の夢が見つからないことは、恥ず

かしいことなんかじゃない。」 

 

 

ヤスミン・ラーマン 

『ラスト・フレンズ :  

わたしたちの最後の 13日間』 

中学生向け 

９３３/ラ 

誰にも言えない思いを抱えた１６歳の少女た

ちが出会ったのは、あるマッチングサイトだっ

た―。衝撃の展開に目が離せない一気読み必

至の感動作！ 

 

佐藤まどか 

『世界とキレル』 

 

中学生向け 

９１３/サ 

スペシャルサマースクール「森の家」。7人の中

学生が同じ環境、同じ食べ物、同じ服装など、

同じ環境で夏休みの 3 週間を過ごします。母

の策略により、参加させられた中 2の舞は。 

 

富安陽子 

『博物館の少女:怪異研究事始め』 

 

中学生向け 

９１３/ト 

運命に導かれ、日本に誕生して間もない博物

館にやってきた少女イカル。その蔵で怪異の

研究に取りくむ老人を手伝ううち、不思議な

事件に巻きこまれていく。文明開化アヤカシ

譚。  

小野寺史宜 

『天使と悪魔のシネマ』 

 

中学生向け 

９１３/オ 

悪魔の失敗が許されるのは３回まで！？ひと

の運命は変えられないが、ちょっとした「調

整」はできる。運命の裏事情、教えます。 

 

石川宏千花 

『青春ノ帝国』 

 

中学生向け 

913/イ 

中学校の教師をしている関口佐紀に、ある日

１本の電話がかかってきた。電話の相手は、奈

良比佐弥。叔父の久和寿が亡くなったと言う。

２３年ぶりに聞くその声が、佐紀をあの日へと

引き戻した。14歳の夏の日に——。  

山本悦子 

『ボーダレス・ケアラー : 生きてて

も、生きてなくてもお世話します』 

中学生向け 

９１３/ヤ 

祖母が飼っていた犬の豆蔵が死んでひと月あ

まり。海斗は豆蔵の空のリードを持って散歩

をすると、「ボーダー」になった豆蔵や町角に

いる「ボーダー」の姿が見えることに気がつ

く。  

WORLD DREAM PROJECT 

『WE HAVE A DREAM : 201カ

国 202人の夢×SDGs』 

 

519/ワ 

価値観、課題、生き方、未来、平和、ＳＤＧｓ、ｅｔ

ｃ…世界のＺ世代、ミレニアル世代の「夢」から

僕らは何を学ぶ？ 

 



平泉康児 

『イラストレーション  

= ILLUSTRATION（2022）』 

 

726/ヒ/22 

種多様なポップカルチャーから刻々と変化す

るネットカルチャーまで、世界が注目する日本

のイラストシーンを横断した、実力派作家

150名を掲載。 

 

ゲーテ 

『若きウェルテルの悩み改版』 

 

中学生向け 

943/ゲ/文庫 

「弾丸はこめてあります。十二時が打っていま

す。ではやります。――ロッテ、ロッテ、さよう

なら。」恋のために死ねるのか? 刊行後 200

年以上、世界の若者を魅了し続けた永遠の青

春小説。  
福江純 

『90 分でブラックホールがわかる

本』 

 

443/フ 

アインシュタインの予言から１００余年、謎だら

けの天体の秘密に迫る。ゼロからわかるブラ

ックホール特別講義！すらすら読めてブラッ

クホールの謎と不思議がよくわかる！ 

 

ドストエフスキー 

『罪と罰』〈上〉〈下〉 

 

中学生向け 

983/ド/文庫 

鋭敏な頭脳をもつ貧しい大学生ラスコーリニ

コフは、一つの微細な罪悪は百の善行に償わ

れるという理論のもとに、強欲非道な高利貸

の老婆を殺害し、その財産を有効に転用しよ

うと企てるが。。。  

吾峠呼世晴 

『鬼滅の刃 : ノベライズ（炭治郎と

禰豆子、運命のはじまり編）』 

小学校中学年から 

９１３/ゴ/文庫 

時は大正。炭を売って暮らす心優しき少年・炭

治郎は、ある日鬼に家族を皆殺しにされてし

まう。かろうじて生きていた妹・禰豆子は「鬼」

に変わってしまっていた。 

 

ヤンソン 

『たのしいムーミン一家』 

『ムーミン谷の十一月』 

『ムーミンパパ海へいく』 

『ムーミン谷の仲間たち』 

『ムーミン谷の冬』 

『ムーミン谷の夏まつり』 

『ムーミンパパの思い出』 

『ムーミン谷の彗星』 

小学校中学年から 

949/ヤ/文庫 

ムーミントロールたちは、ある春の日、魔物の

黒いぼうしをひろいました。ぼうしによって、

雲に乗ったり、家がジャングルになったり、ム

ーミントロールがおかしな姿になったりしま

す。ニョロニョロたちも、大活躍します。 

 

国際アンデルセン大賞受賞のヤンソンがえが

く、白夜のムーミン谷のユーモアとファンタジ

ー。 

 

 

 

 


