
令和元年6月新着分

タイトル 著者名 出版社 資料コード

詩・物語・絵本

物語は人生を救うのか　ちくまプリマー新書 千野 帽子／著 筑摩書房 ﾃｺ 901 ﾁﾉ 1111644726
星から来た船　上　星へ行く船シリーズ 新井 素子／著 出版芸術社 ﾃｺ 913.6 ｱﾗ 1111646954
きみの声をとどけたい　ポプラポケット文庫 石川 学／作 ポプラ社 ﾃｺ 913.6 ｲｼ 1111650939
彼女たちの場合は 江國 香織／著 集英社 ﾃｺ 913.6 ｴｸ 1111644744
赤とんぼ　乙女の本棚 新美 南吉／著 立東舎 ﾃｺ 913.6 ﾆｲ 1111652497
余物語　講談社BOX 西尾 維新／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ﾆｼ 1111652586
高校サッカーボーイズU-18 はらだ みずき／著 KADOKAWA ﾃｺ 913.6 ﾊﾗ 1111651471
moja 吉田 桃子／著 講談社 ﾃｺ J913 ﾖｼ 1111650447
オリシャ戦記　PART1　血と骨の子 トミ・アデイェミ／著 静山社 ﾃｺ J933 ｱﾃ 1111648028
ウォーリアーズ　4-5　忘れられた戦士 エリン・ハンター／作 小峰書店 ﾃｺ J933 ﾊﾝ 1111650394

★ 月の光を飲んだ少女 ケリー・バーンヒル／著 評論社 ﾃｺ J933 ﾊﾝ 1111647844
荒野にて ウィリー・ヴローティン／著 早川書房 ﾃｺ 933.7 ﾌﾛ 1111652521
砂糖の空から落ちてきた少女　創元推理文庫 ショーニン・マグワイア／著 東京創元社 ﾃｺ 933.7 ﾏｸ 1111652530
ソンジュの見た星　路上で生きぬいた少年 リ ソンジュ／著 徳間書店 ﾃｺ J936 ﾘ 1111650400

★ 瓶に入れた手紙　文研じゅべにーる ヴァレリー・ゼナッティ／作 文研出版 ﾃｺ J953 ｾﾅ 1111640772
すだつきたのかわせみ　いきるよろこびシリーズ 手島 圭三郎／絵・文 絵本塾出版 ﾃｺ E ﾃｼ 1111640905

請求記号

 ティーンズコーナーに新しく入った本 

★印はおすすめの本だよ。 
きみはどれが 
面白いと思った？ 

第８回 てこぽん大賞投票受付開始！ 

みんなの投票でてこぽん大賞を決めるよ！ 

ノミネートされたＰＯＰはﾃｨｰﾝｽﾞｺｰﾅｰに飾ってあるよ。 
投票しにきてネ。（期間：７月12日～９月11日） 

ＷＥＢ投票もできるよ！ 
詳しくは愛知県図書館の 
ＨＰを見てネ。 

『月の光を 
飲んだ少女』 

『荒野にて』 『瓶に入れた手紙』 



タイトル 著者名 出版社 資料コード

エッセイ・ノンフィクション

★ ひとりで、考える　哲学する習慣を　岩波ジュニア新書 小島 俊明／著 岩波書店 ﾃｺ J104 ｺｼ 1111650330
「空気」を読んでも従わない
生き苦しさからラクになる　岩波ジュニア新書

鴻上 尚史／著 岩波書店 ﾃｺ J159 ｺｳ 1111640870

夕雲の城外伝猿啄の春
織田信長の東美濃攻略歴史PRマンガ

富加町教育委員会／企画・編集 美濃加茂市 ﾃｺ 215.3 ﾕｳ 1111648592

沈黙する教室
1956年東ドイツ-自由のために国境を越えた高校生たちの真実の物語

ディートリッヒ・ガルスカ／著 アルファベータブックス ﾃｺ 234.07 ｶﾙ 1111646613

★ いま生きているという冒険　よりみちパン!セ 石川 直樹／著 新曜社 ﾃｺ J290 ｲｼ 1111645625
内戦の地に生きる　フォトグラファーが見た「いのち」
岩波ジュニア新書

橋本 昇／著 岩波書店 ﾃｺ J319 ﾊｼ 1111640861

親子で学ぶお金と経済の図鑑　まなびのずかん 子どものための「お金と経済」プロジェクト／著 技術評論社 ﾃｺ 330 ｵﾔ 1111647049
2030年のハローワーク　5分でわかる10年後の自分 図子 慧／著 KADOKAWA ﾃｺ J366 ｽｼ 1111643200
ザ・ママの研究　よりみちパン!セ 信田 さよ子／著 新曜社 ﾃｺ J367 ﾉﾌ 1111645634
どうなってるんだろう?子どもの法律　PART2
一人で悩まないで!

山下 敏雅／編著 高文研 ﾃｺ 367.6 ﾄｳ 1111650311

大人になる前に知る命のこと
心と体の変化・思春期・自分らしく生きる　なるにはBOOKS

加納 尚美／編著 ぺりかん社 ﾃｺ 367.9 ｶﾉ 1111647138

思春期を生きる　高校生、迷っていい、悩んでいい、不安でいい 小野 善郎／著 福村出版 ﾃｺ 371.47 ｵﾉ 1111647058
虫ぎらいはなおるかな?　昆虫の達人に教えを乞う
世界をカエル

金井 真紀／文と絵 理論社 ﾃｺ 486.04 ｶﾅ 1111647245

鳥はなぜ鳴く?ホーホケキョの科学　世界をカエル 松田 道生／著 理論社 ﾃｺ 488.99 ﾏﾂ 1111647236
部活でレベルアップ!吹奏楽上達のコツ50　コツがわかる本 畠田 貴生／監修 メイツ出版 ﾃｺ 764.6 ﾌｶ 1111646767
部活でレベルアップ!合唱上達のポイント50　コツがわかる本 渡瀬 昌治／監修 メイツ出版 ﾃｺ 767.4 ﾌｶ 1111642801
はじめてのラグビー　子どもたちに伝えたい技術と心がまえ 大野 均／監修 世界文化社 ﾃｺ 783 ﾊｼ 1111646678
部活でスキルアップ!ダンス上達バイブル　コツがわかる本 のりんご☆／監修 メイツ出版 ﾃｺ 799 ﾌｶ 1111649393

※貸出中かどうかは、館内の検索機や、携帯・インターネット検索でご確認ください。予約もできます。
愛知県図書館　３階　ティーンズコーナー　2019.7

請求記号

場所：ティーンズ島（3階エレベーター前） 
 
期間：7月12日～9月11日 
 

 
 
 

『ひとりで、考える』 『沈黙する教室』 
『2030年の 
ハローワーク』 

  新しい時代！！ 

 

『鳥はなぜ鳴く? 
ホーホケキョの科学』 

『いま生きている 
       という冒険』 


	6月

