
平成25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

31音青春のこゝろ　2013 同志社女子大学／編 NHK出版 ﾃｺ 911.16 ｻﾝ 1110658020
明日になったら あさの あつこ／著 光文社 ﾃｺ 913.6 ｱｻ 1110630190
レーン　（ランナー） あさの あつこ／著 幻冬舎 ﾃｺ 913.6 ｱｻ 1110644196
お面屋たまよし　[2] 石川 宏千花／[著] 講談社 ﾃｺ J913 ｲｼ 1110645433
宝探しトラジェディー 木下 半太／著 幻冬舎 ﾃｺ 913.6 ｷﾉ 1110644187
花言葉でさよなら 小林 深雪／[著] 講談社 ﾃｺ J913 ｺﾊ 1110640670

☆ カフェ・デ・キリコ 佐藤 まどか／著 講談社 ﾃｺ J913 ｻﾄ 1110640778
仁木悦子少年小説コレクション　3 仁木 悦子、大井 三重子／著 論創社 ﾃｺ 913.6 ﾆｷ 1110648266
悲鳴伝 西尾 維新／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ﾆｼ 1110646172

☆ わからん薬学事始　2 まはら 三桃／著 講談社 ﾃｺ J913 ﾏﾊ 1110632453
☆ ためらいがちのシーズン 唯川 恵／著 光文社 ﾃｺ 913.6 ﾕｲ 1110630207

きみが見つける物語　こわ～い話編　（角川文庫） 赤川 次郎ほか／[著] 角川書店 ﾃｺ 913.68 ｷﾐ 1110646655
きみが見つける物語　不思議な話編　（角川文庫） いしい しんじほか／[著] 角川書店 ﾃｺ 913.68 ｷﾐ 1110646664
きみが見つける物語　切ない話編　（角川文庫） 小川 洋子ほか／[著] 角川書店 ﾃｺ 913.68 ｷﾐ 1110646673
きみが見つける物語　オトナの話編　（角川文庫） 大崎 善生ほか／[著] 角川書店 ﾃｺ 913.68 ｷﾐ 1110646682
きみが見つける物語　運命の出会い編　（角川文庫） あさの あつこほか／[著] 角川書店 ﾃｺ 913.68 ｷﾐ 1110646691
ドラゴンラージャ　1 イ ヨンド／作、ホン カズミ／訳 岩崎書店 ﾃｺ J929 ｲ 1110636962
怒りのフローラ　上 イザボー・S.ウィルス／著、杉田 七重／訳 東京創元社 ﾃｺ J933 ｳｲ 1110632515
怒りのフローラ　下 イザボー・S.ウィルス／著、杉田 七重／訳 東京創元社 ﾃｺ J933 ｳｲ 1110632524

☆ 希望の学校 デボラ・エリス／作、もりうち すみこ／訳 さ・え・ら書房 ﾃｺ J933 ｴﾘ 1110632373
象使いティンの戦争 シンシア・カドハタ／著、代田 亜香子／訳 作品社 ﾃｺ J933 ｶﾄ 1110645390
ある日とつぜん、霊媒師　3 エリザベス・コーディー・キメル／著 朔北社 ﾃｺ J933 ｷﾒ 1110628666
崖の国物語　1 ポール・スチュワート／作、唐沢 則幸／訳 ポプラ社 ﾃｺ J933 ｽﾁ 1110636926
崖の国物語　2 ポール・スチュワート／作、唐沢 則幸／訳 ポプラ社 ﾃｺ J933 ｽﾁ 1110636935
バンヤンの木 アーファン・マスター／著、杉田 七重／訳 静山社 ﾃｺ J933 ﾏｽ 1110632355

☆ 紅玉(ルビー)は終わりにして始まり ケルスティン・ギア／著、遠山 明子／訳 東京創元社 ﾃｺ 943.7 ｷｱ 1110646379

請求記号

　ティーンズコーナーに新しく入った本



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

ひらめきとイノベーションの授業 慎 泰俊／著 ダイヤモンド社 ﾃｺ J141 ｼﾝ 1110647296
アメージング・グレース 中澤 幸夫／著 女子パウロ会 ﾃｺ J198 ﾆﾕ 1110645498
綾瀬はるか「戦争」を聞く　（岩波ジュニア新書） TBSテレビ『NEWS23』取材班／編 岩波書店 ﾃｺ J210 ｱﾔ 1110632435
ジェシカ16歳夢が私に勇気をくれた ジェシカ・ワトソン／著　田島 巳起子／訳 書肆侃侃房 ﾃｺ 290.9 ﾜﾄ 1110636292

☆ こんちき号北極探検記 あべ 弘士／著 講談社 ﾃｺ 297.8 ｱﾍ 1110636309
☆ 戦火の子どもたちに学んだこと 西谷 文和／著 かもがわ出版 ﾃｺ J319 ﾆｼ 1110637100

被爆アオギリと生きる　（岩波ジュニア新書） 広岩 近広／著 岩波書店 ﾃｺ J319 ﾋﾛ 1110632426
☆ まんがクラスメイトは外国人　入門編 「外国につながる子どもたちの物語」編集委 明石書店 ﾃｺ J334 ﾏﾝ 1110654853

「働く」ために必要なこと　（ちくまプリマー新書） 品川 裕香／著 筑摩書房 ﾃｺ 366.29 ｼﾅ 1110644614
自然災害からいのちを守る科学　（岩波ジュニア新書） 川手 新一、平田 大二／著 岩波書店 ﾃｺ J369 ｶﾜ 1110654601
いじめ 心の中がのぞけたら 本山 理咲／著 朝日学生新聞社 ﾃｺ J371 ﾓﾄ 1110647189
子どもと読みたい科学の本棚　（ヤングサイエンス選書） 藤嶋 昭、菱沼 光代／著 東京書籍 ﾃｺ 407 ﾌｼ 1110663370
天体観測入門 渡部 潤一／著 大日本図書 ﾃｺ J442 ﾜﾀ 1110647330
天気ハカセになろう（岩波ジュニア新書） 木村 龍治／著 岩波書店 ﾃｺ J451 ｷﾑ 1110654610
13歳からの家事のきほん46 アントラム栢木利美／著 海竜社 ﾃｺ J590 ｱﾝ 1110628648
学校では教えてくれない人生を変える音楽 雨宮 処凛ほか／著 河出書房新社 ﾃｺ J760 ｶﾂ 1110654719
みんなのあるある吹奏楽部 オザワ部長／編著、菊池 直恵／漫画 新紀元社 ﾃｺ 764.6 ｵｻ 1110630978

☆ 14歳 佐々木 美夏／著 エムオン・エンタテインメントﾃｺ 764.7 ｻｻ 1110642585
ライフスキル・フィットネス　（岩波ジュニア新書） 吉田 良治／著 岩波書店 ﾃｺ J780 ﾖｼ 1110632533
部活で大活躍できる!ハンドボール最強のポイント50 阿部 直人／監修 メイツ出版 ﾃｺ 783.3 ﾌｶ 1110630969

☆印はおすすめの本。きみはどれが面白いと思った？

※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　2013.7

請求記号

平成25年7月12日(金)～9月11日(水)

○音楽よむ？(音楽が出てくる小説)
○音楽きく？(音楽を鑑賞するための本)
○音楽する？(音楽を演奏するための本)
○音楽を生きる？(音楽家の伝記や音楽家の書いた本)

音楽がなくっちゃ！
ティーンズコーナーミニ展示

ティーンズ島（3階エレベーター前）にて

音楽が聞こえてくる本を集めたよ♪


