
令和元年9月新着分

タイトル 著者名 出版社 資料コード

詩・物語・絵本

未来を花束にして　YA!ENTERTAINMENT 小林 深雪／著 講談社 ﾃｺ J913 ｺﾊ 1111667981
小説天気の子　角川文庫 新海 誠／著 KADOKAWA ﾃｺ 913.6 ｼﾝ 1111678869
きみの存在を意識する　teens' best selections 梨屋 アリエ／作 ポプラ社 ﾃｺ J913 ﾅｼ 1111670261
てんげんつう　「しゃばけ」シリーズ 畠中 恵／著 新潮社 ﾃｺ 913.6 ﾊﾀ 1111678887
十四歳日和 水野 瑠見／著 講談社 ﾃｺ J913 ﾐｽ 1111678199
わたしがわたしであるために E.ロックハート／著 辰巳出版 ﾃｺ 933.7 ﾛﾂ 1111678813

請求記号

 ティーンズコーナーに新しく入った本 

『小説天気の子』 

第８回 てこぽん大賞 

  ※『英国ファンタジー紀行』  山内 史子／文 
       2003.10   
    930.2/ﾔﾏ/839427 資料コード：1108394274 

大賞は、 オムレツ さんが作成してくれた 
『英国ファンタジー紀行』 のＰＯＰに決定！！ 
作品はﾃｨｰﾝｽﾞｺｰﾅｰに飾ってあるよ。 

オムレツ さん おめでとう！！ 
参加してくれたみんなも、 
ステキなPOPをありがとう！！ 

『十四歳日和』 
『きみの存在を 
     意識する』 

『わたしがわたしで 
     あるために』 『人生のサバイバル力』 

『図解でわかる 
14歳からの地政学』 

『ミスター・オリンピック 
     と呼ばれた男』 

『放課後の文章教室』 『銀河帝国は必要か?』 



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

探究活動・課題研究のために
中高生のためのブックガイド

佐藤 理絵／監修 日外アソシエーツ ﾃｺ 028.09 ﾀﾝ 1111678789

宇宙はなぜ哲学の問題になるのか
ちくまプリマー新書

伊藤 邦武／著 筑摩書房 ﾃｺ 112 ｲﾄ 1111670074

カウンセラーになる
心理専門職の世界　大妻ブックレット

尾久 裕紀／編著 日本経済評論社 ﾃｺ 146.89 ｶｳ 1111676793

折れない心を育てるいのちの授業 小澤 竹俊／著 KADOKAWA ﾃｺ J159 ｵｻ 1111678232
★ 人生のサバイバル力　17歳の特別教室 佐藤 優／著 講談社 ﾃｺ 159.7 ｻﾄ 1111679089

世界の神話　岩波ジュニア新書 沖田 瑞穂／著 岩波書店 ﾃｺ J164 ｵｷ 1111678260
はじめてのギリシア神話　ちくまプリマー新書 松村 一男／著 筑摩書房 ﾃｺ 164 ﾏﾂ 1111669547
ミスター・オリンピックと呼ばれた男 田畑政治
14歳からの地図

大野 益弘／著 講談社 ﾃｺ J289 ﾀﾊ 1111670323

日本のパラリンピックを創った男 中村裕
14歳からの地図

鈴木 款／著 講談社 ﾃｺ J289 ﾅｶ 1111670314

かくれ家のアンネ・フランク　岩波少年文庫 ヤニー・ファン・デル・モーレン／作 岩波書店 ﾃｺ J289 ﾌﾗ 1111675197
★ 図解でわかる14歳からの地政学 鍛冶 俊樹／監修 太田出版 ﾃｺ 312.9 ｽｶ 1111677306

消防官の一日　暮らしを支える仕事見る知るシリーズ WILLこども知育研究所／編著 保育社 ﾃｺ J317 ｼﾖ 1111667945
#8月31日の夜に。　生きるのがつらい10代のあなたへ NHK「ハートネットTV」／編 毎日新聞出版 ﾃｺ 371.42 ﾊﾁ 1111677253
思春期の心とからだ図鑑 ロバート・ウィンストン／監修 三省堂 ﾃｺ 371.47 ｼｼ 1111677315
「ハッピーな部活」のつくり方　岩波ジュニア新書 中澤 篤史／著 岩波書店 ﾃｺ J375 ﾅｶ 1111678279
農業高校へ行こう! 全国農業高等学校長協会／監修 家の光協会 ﾃｺ 376.41 ﾉｳ 1111674304
工学部
中高生のための学部選びガイド　なるにはBOOKS

漆原 次郎／著 ぺりかん社 ﾃｺ 376.8 ｳﾙ 1111672005

外国語学部
中高生のための学部選びガイド　なるにはBOOKS

元木 裕／著 ぺりかん社 ﾃｺ 376.8 ﾓﾄ 1111674289

14歳からの数学　佐治博士と数のふしぎの1週間 佐治 晴夫／著 春秋社 ﾃｺ J410 ｻｼ 1111678303

★
銀河帝国は必要か?　ロボットと人類の未来
ちくまプリマー新書

稲葉 振一郎／著 筑摩書房 ﾃｺ 538.9 ｲﾅ 1111681908

部活で吹奏楽フルート上達BOOK　コツがわかる本 酒井 秀明／監修 メイツ出版 ﾃｺ 763.72 ﾌｶ 1111670790
スポーツと君たち　10代のためのスポーツ教養 佐藤 善人／編著 大修館書店 ﾃｺ J780 ｻﾄ 1111675339
中学・高校生のための柔道のやさしいトレーニング科学 曽我部 晋哉／著 ベースボール・マガジン社 ﾃｺ 789.2 ｿｶ 1111669411
放課後の文章教室 小手鞠 るい／著 偕成社 ﾃｺ J816 ｺﾃ 1111670243

※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　2019.10

請求記号

★印はおすすめの本だよ。 
きみはどれが 
面白いと思った？ 

 


	9月

