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059 AS 朝日ジュニア学習年鑑　2021 朝日新聞出版
伝統ある子供用学習年鑑の2021年度版。幅広い分野のニュースや話題、基礎
知識をやさしく解説し、さまざまな統計も網羅する。「世界の新型コロナウイルス
対策」など2020年の時事ニュースも収録。クイズ付き。

123.8 KO
論語 君はどう生きるか?　だから私はこう生き
る!

樫野 紀元 著 三和書籍
私たちの存在は如何なるものか。私たちが生きていく上で必要な知恵とはどん
なものか。私たち自身を高めるにはどうすれば良いのか。「論語」から、答えにな
る短くて覚えやすく実践しやすい言葉を選抜し、わかりやすく解説する。

159 SH
行き抜いて、息抜いて、生き抜いて。 : 生きる
答えが見つかる117のメッセージ

しみずたいき 著 大和書房
両想いという幻想の向こう側に、片想いがふたつ。問題から抜け出す心のツボ
は、問題の外にある…。カリスマ人気セラピストが発信する、悩める人の心に寄
り添う117のメッセージ。

159 UT
きちんと生きてる人がやっぱり強い　胸を張っ
て愚直に歩いてゆく

内海 実 著 河出書房新社
どんな世でも、最後に強いのは「きちんと生きてる人」。「自分の力を誇示しない」
「人に感謝して生きる」「軸はブレずに変われる」「子供をきちんと叱れる」など、
“人として大切で確かな生き方”を示す。

209 SE
世界の歴史　1　人類誕生と古代の王国　七〇
〇万年前?紀元前六〇〇年　先史古代

羽田 正 監修 KADOKAWA
歴史の「横のつながり」がよく分かる、「世界の歴史」学習まんが。1は、700万年
前?紀元前600年の人類誕生と古代の王国を描く。カラー歴史写真館、年表、見
返しに登場人物なども掲載。新学習指導要領対応。

209 SE
世界の歴史　2　古代社会と思想家たち　紀元
前六〇〇?紀元元年　古代

羽田 正 監修 KADOKAWA
歴史の「横のつながり」がよく分かる、「世界の歴史」学習まんが。2は、紀元前
600?紀元元年の古代社会と思想家たちを描く。カラー歴史写真館、年表、見返し
に登場人物なども掲載。新学習指導要領対応。

209 SE
世界の歴史　3　秦・漢とローマ-古代の大帝
国　紀元前二〇〇?紀元後四〇〇年　古代中
世

羽田 正 監修 KADOKAWA
歴史の「横のつながり」がよく分かる、「世界の歴史」学習まんが。3は、紀元前
200?紀元後400年の東西の大帝国を描く。カラー歴史写真館、年表、見返しに登
場人物なども掲載。新学習指導要領対応。

209 SE
世界の歴史　4　唐・シルク=ロードとイスラー
ム教の発展　四〇〇?八〇〇年　中世

羽田 正 監修 KADOKAWA
歴史の「横のつながり」がよく分かる、「世界の歴史」学習まんが。4は、400?800
年の唐・シルク=ロードとイスラーム教の発展を描く。カラー歴史写真館、年表、
見返しに登場人物なども掲載。新学習指導要領対応。

209 SE
世界の歴史　5　宗教が支える社会　八〇〇?
一二〇〇年　中世

羽田 正 監修 KADOKAWA
歴史の「横のつながり」がよく分かる、「世界の歴史」学習まんが。5は、ユーラシ
ア各地で政治権力と宗教が結び付いた800?1200年を描く。カラー歴史写真館、
年表、見返しに登場人物なども掲載。新学習指導要領対応。

209 SE
世界の歴史　6　モンゴル帝国と東西交流　一
二〇〇?一四〇〇年　中世近世

羽田 正 監修 KADOKAWA
歴史の「横のつながり」がよく分かる、「世界の歴史」学習まんが。6は、
1200?1400年のモンゴル帝国と東西交流を描く。カラー歴史写真館、年表、見返
しに登場人物なども掲載。新学習指導要領対応。

209 SE
世界の歴史　7　ひとつながりになる世界　一
四〇〇?一六〇〇年　近世

羽田 正 監修 KADOKAWA
歴史の「横のつながり」がよく分かる、「世界の歴史」学習まんが。7は、海を越え
て世界がつながる1400?1600年を描く。カラー歴史写真館、年表、見返しに登場
人物なども掲載。新学習指導要領対応。

209 SE
世界の歴史　8　変化するユーラシア諸帝国
一五五〇?一七二〇年　近世

羽田 正 監修 KADOKAWA
歴史の「横のつながり」がよく分かる、「世界の歴史」学習まんが。8は、
1550?1720年の変化するユーラシア諸帝国を描く。カラー歴史写真館、年表、見
返しに登場人物なども掲載。新学習指導要領対応。

209 SE
世界の歴史　9　ヨーロッパの世界進出　一六
〇〇?一七九〇年　近世近代

羽田 正 監修 KADOKAWA
歴史の「横のつながり」がよく分かる、「世界の歴史」学習まんが。9は、
1600?1790年のヨーロッパの世界進出を描く。カラー歴史写真館、年表、見返し
に登場人物なども掲載。新学習指導要領対応。

209 SE
世界の歴史　10　革命が世界を変える　一七
五〇?一八五〇年　近代

羽田 正 監修 KADOKAWA
歴史の「横のつながり」がよく分かる、「世界の歴史」学習まんが。10は、革命が
世界を変える1750?1850年を描く。カラー歴史写真館、年表、見返しに登場人物
なども掲載。新学習指導要領対応。

209 SE
世界の歴史　11　ヨーロッパの自由主義とアジ
アの動揺　一八三〇?一八六〇年　近代

羽田 正 監修 KADOKAWA
歴史の「横のつながり」がよく分かる、「世界の歴史」学習まんが。11は、
1830?1860年のヨーロッパの自由主義とアジアの動揺を描く。カラー歴史写真
館、年表、見返しに登場人物なども掲載。新学習指導要領対応。

209 SE
世界の歴史　12　ヨーロッパ再編とアメリカの
台頭　一八六〇?一八九〇年　近代

羽田 正 監修 KADOKAWA
歴史の「横のつながり」がよく分かる、「世界の歴史」学習まんが。12は、
1860?1890年のヨーロッパ再編とアメリカの台頭を描く。カラー歴史写真館、年
表、見返しに登場人物なども掲載。新学習指導要領対応。

209 SE
世界の歴史　13　帝国主義と抵抗する人々
一八九〇?一九一〇年　近代

羽田 正 監修 KADOKAWA
歴史の「横のつながり」がよく分かる、「世界の歴史」学習まんが。13は、
1890?1910年の帝国主義と抵抗する人々を描く。カラー歴史写真館、年表、見返
しに登場人物なども掲載。新学習指導要領対応。

209 SE
世界の歴史　14　第一次世界大戦とアジアの
動向　一九〇〇?一九一九年　近代

羽田 正 監修 KADOKAWA
歴史の「横のつながり」がよく分かる、「世界の歴史」学習まんが。14は、
1900?1919年の第一次世界大戦とアジアの動向を描く。カラー歴史写真館、年
表、見返しに登場人物なども掲載。新学習指導要領対応。

209 SE
世界の歴史　15　世界恐慌と民族運動　一九
一九?一九三九年　近代

羽田 正 監修 KADOKAWA
歴史の「横のつながり」がよく分かる、「世界の歴史」学習まんが。15は、
1919?1939年の世界恐慌と民族運動を描く。カラー歴史写真館、年表、見返しに
登場人物なども掲載。新学習指導要領対応。

209 SE
世界の歴史　16　第二次世界大戦　一九三
九?一九四五年　近代

羽田 正 監修 KADOKAWA
歴史の「横のつながり」がよく分かる、「世界の歴史」学習まんが。16は、
1939?1945年の第二次世界大戦を描く。カラー歴史写真館、年表、見返しに登場
人物なども掲載。新学習指導要領対応。

209 SE
世界の歴史　17　第二次世界大戦後の国際
関係　一九四五?一九五五年　現代

羽田 正 監修 KADOKAWA
歴史の「横のつながり」がよく分かる、「世界の歴史」学習まんが。17は、
1945?1955年の第二次世界大戦後の国際関係を描く。カラー歴史写真館、年
表、見返しに登場人物なども掲載。新学習指導要領対応。

209 SE
世界の歴史　18　冷戦と超大国の動揺　一九
五五?一九八〇年　現代

羽田 正 監修 KADOKAWA
歴史の「横のつながり」がよく分かる、「世界の歴史」学習まんが。18は、
1955?1980年の冷戦と超大国の動揺を描く。カラー歴史写真館、年表、見返しに
登場人物なども掲載。新学習指導要領対応。

209 SE
世界の歴史　19　冷戦の終結と民主化運動
一九八〇?一九九〇年　現代

羽田 正 監修 KADOKAWA
歴史の「横のつながり」がよく分かる、「世界の歴史」学習まんが。19は、
1980?1990年の冷戦の終結と民主化運動を描く。カラー歴史写真館、年表、見返
しに登場人物なども掲載。新学習指導要領対応。
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209 SE
世界の歴史　20　現代文明とグローバル化
一九九〇?二〇二〇年　現代

羽田 正 監修 KADOKAWA
歴史の「横のつながり」がよく分かる、「世界の歴史」学習まんが。20は、
1990?2020年の現代文明とグローバル化を描く。カラー歴史写真館、年表、見返
しに登場人物なども掲載。新学習指導要領対応。

215.4 SH 静岡県史　別編４　人口史 静岡県 編 静岡県

304 NA 未来をつくるあなたへ 中満 泉 著 岩波書店
核兵器、難民、環境、格差…。国際連合の事務次長として軍縮問題を担当する
著者が、今、世界で起きている様々な課題と向き合い、勇気を持って一歩を踏み
出すことの大切さを伝える。『毎日小学生新聞』連載に加筆修正。

304 NY ニュース年鑑　2021 池上 彰 監修 ポプラ社
2020年に起こったできごとから、89の重大なニュースを精選。そのニュースのポ
イントは何か、どんな背景があってそうなったのか、その事件が何にどのように
影響したかなどについて、わかりやすく解説する。

307 YO
世の中の動きに強くなるライブ!現代社会
2021

池上 彰 監修 帝国書院

● 基本特色 1.大迫力の最新写真による「ライブ感」 ・「日本・世界のニュース」
および各ページの導入資料は,最新情勢を踏まえて、さらに生徒を引きつける内
容に更新。 2.池上彰が解説する多彩な特設「池上ライブ」 3.臨場感のある導入
写真→池上彰監修の解説→各単元のまとめ の学習しやすい紙面構成

333.8 SE 世界がぐっと近くなるSDGsとボクらをつなぐ本 池上 彰 監修 学研プラス
「貧困をなくそう」「質の高い教育をみんなに」「気候変動に具体的な対策を」…。
持続可能な開発目標(SDGs)の17個の目標について、マンガやイラスト、図表を
用いてわかりやすく解説。池上彰のSDGs特別講義も収録。

371.4 AM
学校、行かなきゃいけないの?　これからの不
登校ガイド

雨宮 処凛 著 河出書房新社
学校に行かなくても、選択肢は意外にたくさんある。フリースクール、学習支援、
心の専門家…。学校から遠ざかった人々、学校のあり方に疑問を持って独自の
取り組みを始めた人々にインタビューし、多くの選択肢と実践を紹介。

374.3 SH 小学校教諭になるには
森川 輝紀 編著　山田
恵吾 編著

ぺりかん社
現役の小学校教諭たちに取材し、子供たちとのかけがえのない日々をともに過
ごす教師という仕事の実際から初等科の歴史、<なり方>までくわしく解説する。
「なるにはフローチャート」も掲載。

375 KO
問う方法・考える方法　「探究型の学習」のた
めに

河野 哲也 著 筑摩書房
変わりつつある世界で、変わりつつある学びを身につける-。新学習指導要領の
重要キーワード「探究」のためのテキスト。探究することの意味と楽しさを伝え、
探究の仕方を実践的に紹介する。

376.8 MI 国際学部　中高生のための学部選びガイド 三井 綾子 著 ぺりかん社
国際学部をめざす人のための学部案内。国際学部で学ぶことやキャンパスライ
フ、卒業後の進路などを、実際の取材をもとに、わかりやすく説明する。教員・学
生・卒業生インタビューも収録。

451.8 KO
地球温暖化を解決したい　エネルギーをどう
選ぶ?

小西 雅子 著 岩波書店
温暖化を解決するカギはエネルギー。気温上昇を抑えるために、どのエネル
ギーをどのように使うかを考えることが重要です。水力、風力、太陽光、石油、石
炭など、それぞれのエネルギーの長所と短所を解説します。

453 KA 地震はなぜ起きる? 鎌田 浩毅 著 岩波書店
火山学、地球科学、科学教育を専門にする著者が、地震が起きる科学的なしく
みをわかりやすく解説。地震の多い日本で安全に暮らすには、どのような準備を
すればよいのかも具体的に紹介する。

507.2 FU 弁理士になるには　改訂版 藤井 久子 著 ぺりかん社
知的財産のスペシャリスト・弁理士。第一線で活躍する人たちの生きた仕事現場
を取材するほか、弁理士の歴史、仕事の内容と流れ、将来性、<なり方>などをく
わしく解説する。「なるにはフローチャート」も掲載。

611.3 ZU
図解でわかる14歳から知る食べ物と人類の1
万年史

インフォビジュアル研究
所 著

太田出版
歴史上の大事件も、地球規模の危機も、「食べること」が発火点だった! 食べ物と
その欲望の歴史から、食のイノベーション、食の安全を目指す世界の動きに逆
行する日本の政策までを、カラー図版を用いてわかりやすく解説する。

723.3 ME #名画で学ぶ主婦業 田中久美子 監修 宝島社
眠らない我が子、毎日続く家事、自由奔放な夫、義母とのすれ違い…。止まらな
い心の叫びを主婦たちが「名画」にのせてツイートする、Twitterの人気ハッシュ
タグ「#名画で学ぶ主婦業」を書籍化。名画の解説も掲載する。

723.3 ME #名画で学ぶ主婦業 主婦は再びつぶやく 田中久美子 監修 宝島社
2歳が描いてくれた壁画(賃貸)。旦那の親戚、めっちゃ来た…。止まらない心の
叫びを主婦たちが「名画」にのせてツイートする、Twitterの人気ハッシュタグ「#
名画で学ぶ主婦業」の書籍化第2弾。名画の解説も掲載。

837 TE 天声人語　2020秋
朝日新聞論説委員室
編　国際発信部 訳

原書房
『朝日新聞』のコラム「天声人語」2020年7?9月分を、情報サービスの配信サイト
『Astand』掲載の英訳文とともに収録。本文漢字総ルビ、英文訳注、用語解説、
索引付。

837 TE 天声人語　2020冬
朝日新聞論説委員室
編　国際発信部 訳

原書房
『朝日新聞』のコラム「天声人語」2020年10?12月分を、情報サービスの配信サイ
ト『Astand』掲載の英訳文とともに収録。本文漢字総ルビ、英文訳注、用語解
説、索引付。

911.3 KO
俳句部、はじめました　さくら咲く一度っきりの
今を詠む

神野 紗希 著 岩波書店
五七五の定型のリズムに乗せ、季語の力を借りて詠む世界でいちばん短い詩
「俳句」。十代で俳句に出会い、作句を続ける著者が、その魅力と作る楽しさを伝
授する。

913.6 HI 新謎解きはディナーのあとで 東川 篤哉 著 小学館
警視庁に栄転した風祭警部は、大きなミスを犯して国立署に舞い戻る。麗子の
後輩に新人の若宮愛里が加わり、新メンバーで難事件に挑むが…。毒舌執事・
影山の推理が冴えわたる本格ミステリ。『きらら』掲載に書き下ろしを追加。

913.6 HI ふしぎ駄菓子屋銭天堂　15 廣嶋 玲子 作　jyajya 絵 偕成社
その駄菓子屋は、幸せと不幸のわかれ道。女主人・紅子が、きょうもお客さんの
運命を駄菓子で翻弄する-。「サイン・コイン」「ピチピチピーチ」など、駄菓子屋
「銭天堂」を舞台にした不思議なお話全7編を収録。

913.6 HO 言葉の園のお菓子番　見えない花 ほしお さなえ 著 大和書房
書店員の職を失い途方に暮れる一葉が出合ったのは、言葉と言葉が深いところ
でつながり連なる「連句」という不思議な場。一番にならなくてもいい自由で豊か
な居場所を得た一葉は自分のペースで歩き始め…。

913.6 KA フライ ダディ フライ 金城 一紀 [著]
角川グループパブリッ
シング

鈴木一、47歳。いたって平凡なサラリーマン。ただし家族を守るためならスー
パーマンになれるはずだった。そう信じていた。あの日が訪れるまでは―。一人
娘を不良高校生に傷つけられ、刃物を手に復讐に向かった先で鈴木さんが出
会ったのは―ザ・ゾンビーズの面々だった!ひと夏の冒険譚がいま始まりを告げ
る。

913.6 KA 見えない星に耳を澄ませて 香月 夕花 著 KADOKAWA
大人の声に耳を閉ざす少女、生きる気力を失った中年男性…。音楽療法士を志
す真尋は、傷ついた彼らの心の「音」に耳を澄ます。次第に自身が抱えた秘密も
明らかになり…。『小説野性時代』掲載に書き下ろしを加えて書籍化。



913.6 KA
本好きの下剋上　司書になるためには手段を
選んでいられません　第5部[5]　女神の化身
5

香月 美夜 著 TOブックス
次期ツェント候補を巡る動きが活発化し、ローゼマインはフェルディナンドの連座
回避を目指すことに。王族に強要された「祠巡り」で世界の深淵に触れ、ついに
王子との前哨戦を迎え…。書き下ろし短編2本、4コマ漫画も収録。

913.6 KI 応仁悪童伝 木下 昌輝 [著] 角川春樹事務所
妖しいほどの美貌をもつ稚児と、両刃の剣を操る能役者。山名宗全、細川勝元
らが激突する応仁の京で、ふたりは業と知恵と美貌を武器に、命を賭して戦い
…。書下ろし長編歴史エンターテインメント。

913.6 KO
ラストは初めから決まっていた : IF I CAN
NEVER SEE YOU AGAIN

小手鞠るい 著 ポプラ社
岡大の教室から巣立って、聖徳太子ゆかりの地、奈良・王寺町へ飛んでいったこ
とり。「恋人の聖地」で、ことりを待ち受けていたのは…。純度100%の恋愛小説。
『WEB asta』連載を加筆し単行本化。

913.6 MI ドキュメント 湊 かなえ 著 KADOKAWA
圭祐たち放送部は、全国大会を目指してドキュメント作品を作りはじめるが、思
わぬ人物の予期せぬ姿が撮影され…。誰が仕組んだ罠なのか? 湊かなえがおく
る高校部活小説。『小説野性時代』連載に書き下ろしを加え単行本化。

913.6 MO
京都寺町三条のホームズ　16　見習いキュ
レーターの健闘と迷いの森　前編

望月 麻衣 著 双葉社
大学に入学して2度目の冬。円生の作品の展覧会を取り仕切ることになった葵は
アイデアが浮かばず、一歩を踏み出せずにいた。一方、「蔵」に戻っていた清貴
のところに祇園で地下クラブを経営する敦子から妙な依頼が舞い込み…。

913.6 SE その扉をたたく音 瀬尾 まいこ 著 集英社
ミュージシャンへの夢を捨てきれず怠惰な日々を送る宮路は、演奏に訪れた老
人ホームで、神がかったサックスの音を耳にする。吹いていたのは介護士・渡部
だった。ホームに通い始めた宮路は…。『小説すばる』連載を加筆・修正。

913.6 SH 終電間際オンライン　小説集
七月 隆文 著　カツセ
マサヒコ 著　西田 一紀
著　いぬじゅん 著　他

KADOKAWA
音楽ユニット「終電間際≦オンライン。」の楽曲を小説化。七月隆文、カツセマサ
ヒコ、西田一紀(夜の本気ダンス)、いぬじゅん、ニャン、柴崎竜人が6つの楽曲と
コラボした書き下ろし短編集。春茶の処女小説も収録。

913.6 SH 元彼の遺言状 新川 帆立 著 宝島社
「僕の全財産は、僕を殺した犯人に譲る」という遺言状を残して、大手製薬会社
の御曹司が亡くなった。学生時代に彼と交際していた弁護士の剣持麗子は、「犯
人選考会」に参加し、依頼人を犯人に仕立て上げようと奔走するが…。

913.6 SU 革命前夜 須賀しのぶ 文藝春秋
冷戦下の東ドイツ。ドレスデンの音大で学ぶピアニスト眞山柊史は、教会で啓示
のようなバッハに出会う。それを響かせていた美貌の女性オルガニストは、シュ
タージ(国家保安省)の監視対象だった…。

913.6 TE ほたるいしマジカルランド 寺地 はるな 著 ポプラ社
大阪の北部にある「ほたるいしマジカルランド」では、名物社長を筆頭にたくさん
の人々が働いている。お客様に笑顔になってもらうため、日々奮闘する従業員。
そんなある日、社長が入院したという知らせが入り…。お仕事小説。

913.6 TS かがみの孤城　上 辻村 深月 [著] ポプラ社
学校での居場所をなくし、部屋に閉じこもっていた“こころ”の目の前で、鏡が光り
始めた。輝く鏡をくぐり抜けた先の世界には、似た境遇の7人が集められていた。
秘めた願いを叶えるため、7人は城で隠された鍵を探す-。

913.6 TS かがみの孤城　下 辻村 深月 [著] ポプラ社
部屋の鏡をくぐり抜けた先にある城に通う“こころ”。そこで出会った、境遇の似た
仲間7人それぞれの事情が少しずつ明らかになるなか、城の終わりの日が近づ
いてくる。鏡は見つかるのか、果たしてこの中の誰の願いが叶うのか?

913.6 YA
自転しながら公転する = Spinning Around My
Whirl

山本文緒 著 小学館
東京で働いていた32歳の都は、親の看病のために実家に戻り、近所のモールで
働き始めるが…。結婚、仕事、親の介護、ぐるぐる思い惑いながら幸せを求める
姿を描く。『小説新潮』掲載に書き下ろしを加えて単行本化。

913.6 YA アンブレイカブル 柳 広司 著 KADOKAWA
1925年、治安維持法成立。太平洋戦争の軍靴の響きが迫るなか、罪状捏造に
走る官憲と信念を貫く男たちとの闘いが始まった-。小林多喜二、三木清…。法
の贄となった、敗れざる者たちの矜持を描く。歴史スパイ・ミステリ。

913.6 YA 俺の残機を投下します 山田 悠介 著 河出書房新社
世界一のプロゲーマーを目指す一輝。しかし30歳を目前にして成績は振るわず
徐々に心も荒んでいく。そんな悩める一輝の前に現れた謎の3人組。一輝は不
信感を露わにするが、彼らの命を賭けた切実な想いが一輝の心を溶かし…。

913.6 YO 夜に駆ける　YOASOBI小説集
星野 舞夜 著　いしき
蒼太 著　しなの 著　水
上 下波 著

双葉社
「小説を音楽にするユニット」YOASOBIの恋愛ソングの原作小説集。Ayase×
ikuraのインタビューも掲載。ikuraの朗読動画を視聴できるQRコード付き。
『monogatary.com』掲載を加筆修正。

933.7 CH
アル・シャーと時の終わり　目覚めしマハー
バーラタの半神たち

ロシャニー・チョクシー
著　八紅 とおこ 訳

サウザンブックス社
小さな「インド文化の博物館」の2階に暮らす少女アルが、<破滅のランプ>に火を
つけると、アル以外の人が動かなくなってしまった。アルは、グチっぽくて失礼な
鳩を案内役に、世界を救う旅に出ることになって…。

933.7 RO デルトラ・クエスト　2-1　秘密の海
エミリー・ロッダ 作　は
けた れいこ 画　岡田
好惠 訳

岩崎書店
影の大王を撃退したデルトラだが、安息の日はまだ遠い。多くのデルトラ国民は
影の王国に連れ去られているのだ。彼らを救うためリーフは影の王国に乗り込
むことを決意する。リーフの新たな冒険が始まる!

933.7 RO デルトラ・クエスト　2-2　幻想の島
エミリー・ロッダ 作　は
けた れいこ 画　岡田
好惠 訳

岩崎書店
ピラの笛を求めて旅をつづけるリーフたちは、ドランの地図の2つ目の島・オーロ
ン島をめざす。だが、そのころデル城には、とんでもない話が伝えられていた…。
国王リーフに試練はつづく。シリーズ第2弾。

933.7 RO デルトラ・クエスト　2-3　影の王国
エミリー・ロッダ 作　は
けた れいこ 画　岡田
好惠 訳

岩崎書店
3人がめざすは3つ目の島、ケラス島。ピラの笛を完全な姿に戻したら、いよいよ
影の王国へ乗り込むのだ! またしても、どんでん返しか!? リーフたちは、影の大
王の策略に打ち勝つことができるか? シリーズ完結篇。

933.7 RO デルトラ・クエスト　3-2　影の門
エミリー・ロッダ 作　は
けた れいこ 画　上原
梓 訳

岩崎書店
「北の歌姫」を探して「影の門」をめざすリーフたち。仮面一座という旅芸人たちに
同行することになるが、そこで事件が! いったい敵はだれなのか? デルトラ・クエ
ストシリーズ完結編第2巻。

933.7 RO デルトラ・クエスト　3-3　死の島
エミリー・ロッダ 作　は
けた れいこ 画　上原
梓 訳

岩崎書店
リーフたちがたどりついた岬。トーラの魔法で守られているはずの灯台のともし
びは、なぜ消えたのか? デルトラの西の海に浮かぶ島で、驚くべき真実が明らか
に…。デルトラ・クエストシリーズ完結編第3巻。

933.7 RO デルトラ・クエスト　3-4　最後の歌姫
エミリー・ロッダ 作　は
けた れいこ 画　上原
梓 訳

岩崎書店
のこる歌姫のありかは、デル! デルトラの真の平和をめざして戦うリーフたち3人
を、最大にして最後の罠がまちかまえていた…。デルトラ・ワールド、いよいよ完
結!

933.7 WH 地下鉄道
コルソン・ホワイトヘッド
著　谷崎 由依 訳

早川書房
コーラは農園の奴隷だ。身よりはなく、仲間からは孤立し、主人は残虐きわまり
ない。ある日、新入りの奴隷に誘われ、彼女は逃亡しようと決意する。農園を抜
け出し、沼地を渡り、地下を疾走する列車に乗って、自由な北部へ…。

963 RO おばあちゃん、青い自転車で世界に出逢う
ガブリ・ローデナス 著
宮崎 真紀 訳

小学館
90歳のマルおばあちゃんは、メキシコでつつましく暮らしていた。ある日、遙か昔
に別れたひとり息子がすでにこの世にいないこと、そして自分に孫息子がいるこ
とを知る。マルは青いおんぼろ自転車で孫をさがす旅に出る…。


