『 鳥は なぜ鳴 く ?ホ ーホケ キョ の科学』
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にったとしょかんだより

松田 道生／著，中村 文／絵 理論社
ウグイスの鳴き声「ホーホケキョ」を、自然科学や生物学、

太田市新田反町町８７７・ tel 0276－57-2676 ・

音響学、歴史や民俗にかかわる人文科学など、いろいろな分
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野から解き明かす。鳥たちの暮らしがわかるマンガも収録。

『虫ぎらいはなおるかな？』金井 真紀／文と絵 理論社

今さら虫が大好きになれるとは思えない。だが、せめて虫
ぎらいを脱することができたら…。虫ぎらい歴 40 年の文
筆家・イラストレーターが、虫ぎらいを脱するために、さ
まざまな形で虫と関わっている人にインタビュー。
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出版社

請求記号

デイリー法学選書編修委員会／編

三省堂

021 ﾁ

令和を生きていくときに考えてほしいこと

学研プラス／編

学研プラス

150 ﾚ

「仕事速いね!」と言わせるコツ50

鬼頭

大和書房

159 ｷ

日経ナショナルジオグラフィック社

290 ﾋﾞ

亜紀書房

392 ﾀ

著作権法のしくみ

世界の秘密都市
日米同盟のコスト
中・高生への科学の教室
認知症は脳より賢い腸を鍛えてくいとめる!
いつも家にある調味料で食べ飽きないおかず
珍奇植物
キン肉マン「超人」
子どもの足がどんどん速くなる
芥川賞ぜんぶ読む
刑罰

政人／著

ジュリアン・ビークロフト／著

武田

康裕／著

藤嶋

昭／監修

学研プラス

407 ﾁ

紘一郎／著

PHP研究所

493.4 ﾌ

明子／著

NHK出版

596 ﾎ ｼﾙﾊﾞｰ

連太郎／監修

日本文芸社

627 ﾁ

学研プラス

726 ｷ

純也／著

アスコム

782 ｲ

良／著

宝島社

910 ｷ

東京創元社

943 ｼ

ダイヤモンド社

F ｲｹ

藤田
本田
藤原

ゆでたまご／監修
伊東
菊池

フェルディナント・フォン・シーラッハ／著

ノーサイド・ゲーム

池井戸

アロワナを愛した容疑者

大倉

崇裕／著

講談社

F ｵｵ

炎天夢

今野

敏／[著]

角川春樹事務所

F ｺﾝ

K2

笹本

稜平／著

祥伝社

F ｻｻ

ぼくの鳥あげる

佐野

洋子／作

幻戯書房

F ｻﾉ

マタタビ町は猫びより

田丸

雅智／著

辰巳出版

F ﾀﾏ

治／著

ポプラ社

F ﾌｼﾞ

泰英／著

新潮社

B F ｻｴ

龍峰／さく

ジャムハウス

Eｵ

綾峰音楽堂殺人事件
日の昇る国へ

藤谷
佐伯

潤／著

児童書
オーロラみつけた
火山はめざめる
しろちゃんとはりちゃん なつのいちにち
ぞうさんうんちしょうてんがい
どっちからよんでも
どうぶつたちのだいすきって?
夏とおとうとと
ハーピカせんにん
ばらいろのかさ
まよなかのせおよぎ

片岡

はぎわら
たしろ

ねじめ
本村

ふぐ／作

ちさと／作・絵
正一／文
亜美／文

アン・ウィットフォード・ポール／ぶん

ふくだ
田中

いわお／作
六大／作

アメリー・カロ／文
近藤

未奈／作

●貸出・予約は太田市在住・在学の対象学年の方のみです。
●対象学年の方のカードでの貸出になります。
（カードを作るときは、保険証等、住所、生年月日の確認できるものをご用意ください）
●カード１枚につき 1 冊の貸出、期間は 1 週間です。

●貸出期間の延長はできません。
●予約は 1 回につき 1 冊のみです。
●借りている間は他の課題図書は予約できません。
●借りた本は貸出館に返してください。
決 め ら れ た 数 の 本 を み な さ ん で 読 ん で い た だ き ま す 。
たくさんの人が夏休み中に宿題ができるように、約束を守りましょう！。

太 田 市 立 新 田 図 書 館
☆開館時間☆
火～金

9：00AM～6：00PM

土・日・祝祭日

9：00AM～5：00PM

福音館書店

Eｶ

ひかりのくに
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★休館日★

くもん出版

E ｿﾞ

毎週月曜日・月末水曜日・蔵書整理期間・年末年始

絵本館

E ﾄﾞ

★おはなし会★

岩崎書店

E ﾄﾞ

土曜日 2：30PM から

光村教育図書
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講談社

Eﾊ

福音館書店
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講談社
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日曜日 11：00AM から
お話コーナーにて
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日
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小学校低学年（１．２年生）
魔女ののろいアメ
草野あきこ／作

小学校中学年（３．４年生）
かみさまにあいたい
当原珠樹 作
酒井以／絵

PHP研究所
魔女が売っていたのは、
悪口を10個言いながら
つくる「のろいアメ」。
サキが大嫌いなおねえ
ちゃんを思いうかべ、悪
口を言いながら、ビンの
中身をくるくるまぜると
…。

スタンリーとちいさな火星人

かあさんが泊りがけで仕事
に出かけた日、スタンリー
は火星へと飛びたった。す
ると入れ替わりに、小さな
火星人がやってきた。その
火星人は、手を洗わず、野
菜を食べす、学校に行くと
けんかばっかりして…。

心ってどこにあるのでしょう？
こんのひとみ作
いもとようこ絵

もぐらはすごい
アヤ井アキコ作

講談社
5年生で突然登校拒否に
なった幼なじみの仁菜が、
汚れた子猫を拾い、ぼくの
家へ連れてきた。自分の家
で飼えない仁菜にかわり、
ぼくと家族がお世話するこ
とになり…。獣医師が描
く、子猫のニケとの大切な
話。

ヘレン・ピータース／文

ブリッタ・テッケントラップ/作

もりうち

風木一人
BL出版

さ・え・ら書房

ジャスミンに命を救われた
赤ちゃんぶたのトリュフ
は、元気な子ぶたに育ちま
した。クリスマスイブに、
ある事件が起こり今度は
ジャスミンを助けるために
大活躍！ 少女と子ぶたの
心あたたまる物語。

そうだったのか！しゅんかん図鑑
伊知地国夫／作
小学館

金の星社
心ってどこにあるのでしょ
う？ 好きな人に会うと
ほっぺが真っ赤になった。
心はほっぺにあるのでしょ
うか…。こんのひとみ＆い
もとようこコンビがあたた
かい文と絵でおくる絵本。

計良 ふき子／作

かべのむこうになにがある？

すみこ／訳，

消える、落ちる、こぼれ
る…。みぢかなものが動
くときの肉眼では見えな
い「しゅんかんの姿」を
切り撮った写真を、科学
への興味がわく解説とと
もに掲載。

季節のごちそうハチご飯
横塚真己人

写真と文

小学校低学年（１．２年生）
おしえてアプリン

ポプラ社
大好きなおばあちゃんに、
うそをついたまま永遠の別
れを迎えてしまった雄一。
ひょんなことから、同級生
の竜也といっしょに「神さ
ま」との交信を試みるが
…。心の傷を抱えた少年た
ちのひみつの友情と成長の
物語。

あすなろ書房

川田伸一郎

ぼくとニケ
片川優子/作

子ぶたのトリュフ

サイモン・ジェームス／作，

小学校高学年（５・６年生）

大きな赤い壁がありまし
た。どこまで続いているの
か、誰がいつ作ったのか、
気にする人はいません。知
りたがりの小さなねずみ
は、この壁の向こうに何が
あるのか、みんなに聞いて
まわりますが…。

マンザナの風にのせて
ロイス・セパバーン/作
若林千鶴/訳
ひだかのり子絵 文研出版
1942年アメリカ。ワシン
トン州で家族と幸せに暮ら
していた日系アメリカ人の
マナミの生活は、ある日一
変する。家族で「強制立ち
退き」しなければならなく
なり…。アメリカ日系移民
の強制収容を描いた物語。

もうひとつの屋久島から
武田剛/緒

文研出版

小学校中学年（３．４年生）
災害にあったペットを救え
高橋 うらら／著 小峰書店
日本で飼われている犬やネコの
数は約2000万匹。もし大災害
が起こったら、ペットたちは
…。災害にあったペットを救う
獣医師チーム「VMAT」の活動
を紹介する。

みゆは、とびばこが苦手。今日は土
曜参観で、パパにいいところを見せ
たいのに、とびばこを跳ぼうとする
と、とびばこおばけが出てきて跳べ
ません。そんなみゆの前に現れたの
は…?

おねえちゃんってまいにちはらはら！
いとうみく

小学校がなくなる！

岩崎書店

ナッちゃんはココちゃんの妹だけ
ど、ココちゃんよりもずっと大き
い。ココちゃんが学童クラブでおや
つを食べていたら、下の階の保育園
の庭でナッちゃんが大声で泣き出し
た。いつもの噓泣きだと思っていた
ら…。

おばけのなつやすみ（おばけのポーちゃん５）
吉田 純子／作

恐竜トリケラトプスとウミガメのしま

アリス館
まっくらな土の中に住んで
いるもぐら。どうやって土
を掘るんだろう？ いつ寝
て、いつ起きるんだろう？
もぐらが掘ったトンネルの
中はどうなっているんだろ
う？ 謎だらけの暮らしを
紹介します。

ほるぷ出版
岐阜県などのある地域で
は、ハチの子を食べる習慣
があります。昔から世界中
で虫は食べられてきて、日
本でも季節のごちそうとし
て虫を食べています。どん
なふうに食べているのか
を、写真とともに伝えま
す。

フレーベル館
1993年、日本で初めて世
界遺産に登録された屋久
島。その１１年前まで、島
のいたる所で広大な原生林
が伐採されていた事実が
あった。屋久島の過去・現
在・未来にせまる、渾身の
ドキュメンタリー。

中学校の部
ある晴れた夏の朝
小手鞠

小峰書店
行方知れずの父を探すた
め、少年は伊能隊と共に旅
をする…。伊能忠敬の足跡
を、少年の視点で描く歴史
読み物。伊能忠敬の生い立
ちや、時代背景、当時の風
俗、測量技術の進化など。

サイド・トラック

るい／著

恐竜トリケラトプスとプテラノドン
は、カルカロドントサウルスからウ
ミガメのアーケロンの卵を助けるこ
とができるのか？ 楽しい恐竜絵
本。ジャケットそでに迷路あり。

１０歳の誕生日を境に狼男になって
しまったルーク。ある日ルークの一
家は、顔なし男たちに見知らぬ街へ
と連れ去られる。そこは魔法が飛び
交い、ゾンビが地を這うモンスター
の街「ホラー横丁」だった！ ホ
ラーコメディ第１弾。

ひゃっくん

評論社

ザ・ヘイト・ユー・ギヴ
アンジー・トーマス／作

理論社
3.11の被災者であることを
隠し、高校生活をまっさら
な状態で始めたいと思った
梨乃は、同じ中学出身者の
いない都内の高校を選ん
だ。そして、福島から来た
遼と出会う…。震災から3
年後、16歳の心の軌跡。

岩崎書店
ギャングがはびこる町に暮
らす女子高生スター。ある
晩、幼なじみカリルが白人
警官により射殺される。事
件は、事実と異なって報道
されていく。悩みながら
も、スターはカリルの声と
なるため立ち上がり…。

ヒマラヤに学校をつくる
吉岡 大祐／著
旬報社
組織に属さず、社会的な信
頼も実績もないまま22歳で
ネパールに渡り、思いつき
で始めた貧しい人たちへの
教育支援活動…。ゼロから
学校づくりに挑んだ著者の
涙と感動の20年の軌跡。

岩崎書店

うらない師ルーナと三人の魔女

富安 陽子／著
偕成社
信田一家が、ドライブの途中、
なぜか道にまよってたどりつい
たのは、婚礼まっただ中のキツ
ネたちの山。どうやら何者かが
一家を山におびきよせたらし
い。正体を隠して、無事にピン
チを乗り切れるのか？

流れ星キャンプ

あんびる やすこ／作・絵 ポプラ社

嘉成 晴香／作

１００円だまの言葉が聞こえるよう
になったゆうたろうは、その１００
円だまに「ひゃっくん」と名づけ
…。「もしお金に心があったら？」
という発想から生まれた、旅する１
００円だま「ひゃっくん」とゆうた
ろうの友情のお話。

ハーブ魔女トパーズのあとつぎ
としてハーブの薬屋さんになっ
たジャレット。アライグマのロ
ニーに人見知りが治るお薬を作
りましたが、あまりきいていな
いようです。そこへ、うらない
師ルーナがやってきて…。

圭太は川原でキャンプを始めた。看
護師のお母さんが夜勤の日の秘密基
地だ。それがきっかけで、長く入院
生活をつづける明里や、さみしそう
な平井というおじいさんと出会う
…。偶然のつながりで未来を変えて
いく３人の物語。

ようかいとりものちょう ５
大崎 悌造／作

岩崎書店

妖怪お江戸をはなれ、旅に出たコン
七とワ助。その行く手にまちかまえ
るのは、最強の敵・天怪と、謎の妖
怪忍者軍団！ 危機の連続にコン七
は、どう立ち向かうのか？ 「天怪
篇」開幕。キツネの妖怪が大活躍す
る捕物帖、第５弾。

けんとが見つけたなぞのはこ。それ
は、切手も住所もいらない、けれど
も、どこにだって届けてくれる、ま
ほうのポストだった！ 手紙を入れ
ると、いったい何がおきるかな。

中瀬 理香/作

この川の向こうに君がいる
濱野 京子／作

鈴木 博房／著

もう少しで殺処分になりそうなとこ
ろをベテラン指導士に引き取られた
トイプードルのアンズ。警察犬の
シェパードたちといっしょにコツコ
ツと訓練を重ねて、警察犬になりま
した。小型警察犬としてがんばるト
イプードルの物語。

竹中 マユミ／文・絵 偕成社

リルリルフェアリルトゥインクル

高等学校の部

警察犬になったアンズ

キツネたちの宮へ(シノダ！６）

トミー・ドンババンド／作 偕成社

やまだ ともこ／作 金の星社

ADD(注意欠陥障害)があ
り、授業を聞いていられな
かったり、同級生にからか
われたり、日々心配事が絶
えない中学生のジョセフ。
運動が嫌いなのに、陸上競
技をするハメになり…。

あかね書房

ホラー横丁１３番地 １

ダイアナ・ハーモン・アシャー／作

偕成社
アメリカの8人の高校生
が、日本に対するアメリカ
の原子力爆弾投下の是非に
ついて、原爆肯定派と否定
派に分かれて討論する。日
系アメリカ人のメイは、否
定派として演壇に立つこと
になり…。

ジェフ・キニー／作 ポプラ社
「むかしは、よかった」 大人はい
つも、自分が子どもだったときの方
がよかったって話してる。だけどボ
クはそう思わない。大人はただボク
たちがうらやましいんだ…。読むと
元気になる、すごーくダメな少年の
日記。

黒川 みつひろ／作・絵 小峰書店

まほうのゆうびんポスト
星の旅人
小前 亮／著

グレッグのダメ日記 やっぱり、むいてないよ！

夜の図書館に怪しい人影が現れ
る事件を依頼されたナツカとパ
パ。ふたりが張り込みをしてい
ると、突然冷気がただよって、
雪女が現れ…。ナツカのおばけ
事件簿シリーズ第１６弾。

監修

くぼ ひでき／作 小峰書店
教員採用試験を受けつづけるおかあ
さん、資格マニアのおとうさん、カ
フェを開きたくて奮闘するいとこの
真水ちゃん。夢を追いかけてがん
ばっている人たちに囲まれる小学６
年生のカンナは、最近わけもなくあ
せっていて…。

４年生の彩が通っている都小学校
は、どの学年も１クラスしかない。
始業式で校長先生が「若葉小学校と
統廃合されます」と発表した。統廃
合なんてされたくない！ 彩たちは
市長さんにお願いしに行くことにし
たが…。

斉藤 洋／作

ポーちゃんは、おばけなのにこわが
り。なつやすみに、こわがりをなお
すため、そらとぶおばけにでしいり
します。ところが、そのおばけたち
は、つぎつぎとわるいことをしてい
る「しめいてはいはん」だったので
す！ポーちゃんはどうなるの…！？

カンナ道のむこうへ

麻生 かづこ／作 文研出版

図書館の怪談～ナツカのおばけ事件簿16

あかね書房

小学校高学年（５・６年生）

妖精のあんパン

ポプラ社

流れ星の妖精スピカは、ファッショ
ンデザイナー志望の女の子・ゆうき
に出会い…。アニメ「リルリルフェ
アリル」のスピンオフ小説第２弾。
占いなども掲載。ジャケットそでに
切り取って使うしおりあり。

斉藤 栄美／作

文研出版

水問題の現場、学校での水の授
業、中国の水不足と節水教育、
水のルール…。水問題を専門と
するジャーナリストが、自身の
活動を紹介しながら、将来の水
を守る方法を考える。

ミラクル
金の星社

あんパン作りに挑戦する小麦だが、
あんこを包むのはむずかしい。入院
中のおじいちゃんのことも気になっ
て…。パン作りのレッスン＆ステッ
プアップ・ストーリー。あんパンの
レシピも掲載。

課題図書以外の本でも感想文を書けます。新田図書館では、昨年以前
の課題図書やおすすめ本もご用意いたします。

100年後の水を守る
橋本 淳司／著

あかね書房

シヴォーン・パーキンソン／作 金の星社

ミランダの姉のジェンマは重い病気
を抱えていて、家族はジェンマにか
かりきり。ミランダは、家族への不
満や、姉を失うかもしれない不安か
ら逃れるように、空想の国の地図を
作り始め…。ミランダの夢と希望に
満ちた物語。

