
平成25年10月新着分

タイトル 著者名 出版社 資料コード

詩・物語・絵本

☆ リョウ&ナオ 川端 裕人／著 光村図書出版 ﾃｺ J913 ｶﾜ 1110711904
☆ シャッターミー　1 タヘラ・マフィ／著、金原 瑞人、大谷 真弓／訳 潮出版社 ﾃｺ 933.7 ﾏﾌ 1110694400

人という怪物　上 パトリック・ネス／著、金原 瑞人、樋渡 正人／訳 東京創元社 ﾃｺ 933.7 ﾈｽ 1110717908
人という怪物　下 パトリック・ネス／著、金原 瑞人、樋渡 正人／訳 東京創元社 ﾃｺ 933.7 ﾈｽ 1110717917
魔使いの盟友 ジョゼフ・ディレイニー／著、田中 亜希子／訳 東京創元社 ﾃｺ J933 ﾃｲ 1110711815
竜との舞踏　1 ジョージ・R.R.マーティン／著、酒井 昭伸／訳 早川書房 ﾃｺ 933.7 ﾏﾃ 1110721268

エッセイ・ノンフィクション

新聞記者 若宮 啓文／著 筑摩書房 ﾃｺ 070.16 ﾜｶ 1110713490
特別授業“死”について話そう 伊沢 正名／[ほか]著 河出書房新社 ﾃｺ J114 ﾄｸ 1110719770
論理的に解く力をつけよう 徳田 雄洋／著 岩波書店 ﾃｺ J116 ﾄｸ 1110708346
スタートアップ「心理学」 小川 一美、斎藤 和志、坂田 陽子／著 ナカニシヤ出版 ﾃｺ 140 ｽﾀ 1110713364

☆ 戦後日本史の考え方・学び方 成田 龍一／著 河出書房新社 ﾃｺ J210 ﾅﾘ 1110708319
公立高等学校ガイドブック　2013 愛知県小中学校長会、愛知県公立高等学校長会／編集  愛知県教育振興会 ﾃｺ A376.4 ｺｳ 1110673296

☆ 高1からの進路教室 渡邉 洋一／著 幻冬舎メディアコンサルティング ﾃｺ 376.8 ﾜﾀ 1110721740
☆ 数学の広場　1　数の生いたち 遠山 啓／著、何森 仁、小沢 健一／復刊版編 日本図書センター ﾃｺ J410 ﾄｵ 1110717372

数学の広場　2　数のふしぎ 遠山 啓／著 日本図書センター ﾃｺ J410 ﾄｵ 1110717381
数学の広場　3　2次元の世界 遠山 啓／著 日本図書センター ﾃｺ J410 ﾄｵ 1110717390
数学の広場　4　3次元の世界 遠山 啓／著 日本図書センター ﾃｺ J410 ﾄｵ 1110717407
数学の広場　5　ふく面の数学　Ⅰ 遠山 啓／著 日本図書センター ﾃｺ J410 ﾄｵ 1110717416
数学の広場　6　魔法の箱 遠山 啓／著 日本図書センター ﾃｺ J410 ﾄｵ 1110717425
数学の広場　7　ふく面の数学　Ⅱ 遠山 啓／著 日本図書センター ﾃｺ J410 ﾄｵ 1110717434
数学の広場　8　数楽サロン 遠山 啓／著 日本図書センター ﾃｺ J410 ﾄｵ 1110717443
数学の広場　別巻　数学ハンドブック 遠山 啓／著 日本図書センター ﾃｺ J410 ﾄｵ 1110717452
恒星・銀河系内 渡部 潤一／著 大日本図書 ﾃｺ J443 ﾜﾀ 1110717318
宇宙・銀河系外 渡部 潤一／著 大日本図書 ﾃｺ J443 ﾜﾀ 1110717327

☆ 看護師という生き方 宮子 あずさ／著 筑摩書房 ﾃｺ 498.14 ﾐﾔ 1110714610
若者のためのまちづくり 服部 圭郎／著 岩波書店 ﾃｺ J518 ﾊﾂ 1110708355
けんちくワークブック 西沢 立衛／著 平凡社 ﾃｺ J520 ﾆｼ 1110708462
宇宙開発 山田 陽志郎／著 大日本図書 ﾃｺ J538 ﾔﾏ 1110717336
14歳　Ⅱ 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 1110720799
青春のエッセー阿部次郎記念賞入賞作品集　第6回 東北大学文学部 ﾃｺ 816.8 ｾｲ 1110715672

☆印はおすすめの本。きみはどれが面白いと思った？ 愛知県図書館　３階　ティーンズコーナー　2013.11

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

英語で書かれた物語

Ｃｈｉｃｋａｄｅｅ Ｌｏｕｉｓｅ　Ｅｒｄｒｉｃｈ Ｈａｒｐｅｒ ﾃｺ 933.7 E66 1201037165
☆

　　1 Ｗｏｌｆ　Ｂｒｏｔｈｅｒ Ｍｉｃｈｅｌｌｅ　Ｐａｖｅｒ Ｈａｒｐｅｒ　Ｔｒｏｐｈｙ ﾃｺ J933 P337 1201037290
　　2 Ｓｐｉｒｉｔ　Ｗａｌｋｅｒ Ｍｉｃｈｅｌｌｅ　Ｐａｖｅｒ Ｈａｒｐｅｒ　Ｔｒｏｐｈｙ ﾃｺ J933 P337 1201037281
　　3 Ｓｏｕｌ　Ｅａｔｅｒ Ｍｉｃｈｅｌｌｅ　Ｐａｖｅｒ Ｈａｒｐｅｒ　Ｔｒｏｐｈｙ ﾃｺ J933 P337 1201037272

　　4 Ｏｕｔｃａｓｔ Ｍｉｃｈｅｌｌｅ　Ｐａｖｅｒ Ｈａｒｐｅｒ　Ｔｒｏｐｈｙ ﾃｺ J933 P337 1201037263

　　5　Ｏａｔｈ　Ｂｒｅａｋｅｒ Ｍｉｃｈｅｌｌｅ　Ｐａｖｅｒ Ｋａｔｈｅｒｉｎｅ　Ｔｅｇｅｎ　Ｂｏｏｋ ﾃｺ J933 P337 1201037254
Ｇｈｏｓｔ　Ｈｕｎｔｅｒ Ｍｉｃｈｅｌｌｅ　Ｐａｖｅｒ Ｋａｔｈｅｒｉｎｅ　Ｔｅｇｅｎ　Ｂｏｏｋ ﾃｺ J933 P337 1201037245
Ｇｏｂｌｉｎ　Ｓｅｃｒｅｔｓ Ｗｉｌｌｉａｍ　Ａｌｅｘａｎｄｅｒ Ｍａｒｇａｒｅｔ　Ｋ．　ＭｃＥｌｄｅｒｒ ﾃｺ J933 W716 1201037174
Ｉｃｅｆａｌｌ Ｍａｔｔｈｅｗ　Ｊ．　Ｋｉｒｂｙ Ｓｃｈｏｌａｓｔｉｃ ﾃｺ 933.7 K58 1201037209
Ｉｎ　Ｄａｒｋｎｅｓｓ Ｎｉｃｋ　Ｌａｋｅ Ｂｌｏｏｍｓｂｕｒｙ ﾃｺ 933.7 L192 1201037156
Ｍａｇｇｏｔ　Ｍｏｏｎ Ｓａｌｌｙ　Ｇａｒｄｎｅｒ Ｈｏｔ　Ｋｅｙ　Ｂｏｏｋｓ ﾃｺ J933 G228 1201037218
Ｓｈｅｌｔｅｒ：　ａ　Ｍｉｃｋｅｙ　Ｂｏｌｉｔａｒ　ｎｏｖｅｌ Ｈａｒｌａｎ　Ｃｏｂｅｎ Ｓｐｅａｋ ﾃｺ 933.7 C655 1201037147
Ｔｈｅ　ｂｌａｃｋ　ｈｅａｒｔ　ｃｒｙｐｔ Ｃｈｒｉｓ　Ｇｒａｂｅｎｓｔｅｉｎ Ｙｅａｒｌｉｎｇ　Ｂｏｏｋｓ ﾃｺ 933.7 G727 1201037192
Ｔｈｅ　ｅｄｇｅ　ｏｆ　ｎｏｗｈｅｒｅ Ｅｌｉｚａｂｅｔｈ　Ｇｅｏｒｇｅ Ｈｏｄｄｅｒ　＆　Ｓｔｏｕｇｈｔｏｎ ﾃｺ 933.7 G347 1201037183

☆ Ｔｈｅ　Ｇｒａｖｅｙａｒｄ　ｂｏｏｋ （翻訳題　『墓場の少年』） Ｎｅｉｌ　Ｇａｉｍａｎ Ｈａｒｐｅｒ ﾃｺ 933.7 G141 1201037227
Ｔｈｅ　Ｓｅｅｉｎｇ Ｄｉａｎａ　Ｈｅｎｄｒｙ Ｃｏｒｇｉ　Ｂｏｏｋｓ ﾃｺ J933 H498 1201037307

☆ Ｔｈｅ　Ｓｉｌｅｎｃｅ　ｏｆ　Ｍｕｒｄｅｒ （翻訳題　『沈黙の殺人者』） Ｄａｎｄｉ　Ｄａｌｅｙ　Ｍａｃｋａｌｌ Ｅｍｂｅｒ ﾃｺ J933 M153 1201037138
Ｕｎｆｏｒｇｏｔｔｅｎ　Ｃｏａｔ Ｆｒａｎｋ　Ｃｏｔｔｒｅｌｌ　Ｂｏｙｃｅ Ｗａｌｋｅｒ　Ｂｏｏｋｓ ﾃｺ 933.7 C851 1201037236

※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　2013.11

請求記号

Chronicles of ancient darkness （翻訳題 『クロニクル千古の闇』）

どれも若者向け小説だよ。
英語が好きなひとは
ぜひ読んでみよう！

Let's read !

ティーンズコーナーには他にも英語の本がたくさんあるよ！
英語の自信のないひとは、
レベル別に編集された多読本を読んでみよう。
初級レベルはすごく簡単だから、すらすら読めるよ。

　
　　ティーンズコーナーミニミニ展示

　　　　　　『頑張れ！受験生 2013』

　　　　○まだまだ頑張る！（受験対策の本）
　　　　○目標を知る　（高校や大学についての本）
　　　　○健康第一　（健康管理に関する本）
　　　　○ほっと一息　（リラックスできる本）
　　　　○応援したい　（受験生を応援する本）　　　など　を展示しています。

　　　　　　平成25年11月15日（金）～平成26年2月25日（火）まで
　　　　　　3階エレベーター降りてすぐ、ティーンズコーナーＲ11番書架にて


