
平成25年11月新着分

タイトル 著者名 出版社 資料コード

詩・物語・絵本

真夜中のパン屋さん [4] 大沼 紀子／[著] ポプラ社 ﾃｺ 913.6 ｵｵ 1110735423
光のうつしえ 朽木 祥／作 講談社 ﾃｺ J913 ｸﾂ 1110733859
ジューン・プライド 小島 達矢／著 文藝春秋 ﾃｺ 913.6 ｺｼ 1110732029
終物語　上 西尾 維新／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ﾆｼ 1110743167
拝啓17歳の私 蓮見 恭子／[著] 角川春樹事務所 ﾃｺ 913.6 ﾊｽ 1110735700
探偵部への挑戦状　（放課後はミステリーとともに 2） 東川 篤哉／著 実業之日本社 ﾃｺ 913.6 ﾋｶ 1110740835

☆ みずうみの歌 ほしお さなえ／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ﾎｼ 1110740316
ルリユール 村山 早紀／著 ポプラ社 ﾃｺ 913.6 ﾑﾗ 1110732350

☆ ホップ、ステップ!卓球部 横沢 彰／作 新日本出版社 ﾃｺ J913 ﾖｺ 1110727136
エール はやみね かおる／[ほか著] 講談社 ﾃｺ J913 ｴﾙ 1110726980

☆ ハピネス　（YA!アンソロジー） 小林 深雪／[ほか著] 講談社 ﾃｺ J913 ﾊﾋ 1110726999

☆ バイバイ、サマータイム
エドワード・ホーガン／作
安達 まみ／訳

岩波書店 ﾃｺ J933 ﾎｶ 1110727000

竜との舞踏　2
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 1110740610

森のスケッチ
フセーヴォロド P.シソーエフ／著
岡田 和也／訳

未知谷 ﾃｺ J933 ｼｿ 1110727145

英語で書かれた物語

Ｓｅｒａｐｈｉｎａ Ｒａｃｈｅｌ　Ｈａｒｔｍａｎ． Ｃｏｒｇｉ　Ｂｏｏｋｓ， ﾃｺ J933 H3331201037503
Ａ　Ｃｏｒｎｅｒ　ｏｆ　ｗｈｉｔｅ Ｊａｃｌｙｎ　Ｍｏｒｉａｒｔｙ． Ａｒｔｈｕｒ　Ａ．　Ｌｅｖｉｎｅ　Ｂｏ ﾃｺ J933 M8541201037512
Ｅｌｅａｎｏｒ　＆　Ｐａｒｋ Ｒａｉｎｂｏｗ　Ｒｏｗｅｌｌ． Ｓｔ．　Ｍａｒｔｉｎ’Ｓ　Ｇｒｉｆｆｉｎ ﾃｺ J933 R8811201037497

☆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　2013.12

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

☆ ベルリン分断された都市
ズザンネ・ブッデンベルク／著
トーマス・ヘンゼラー／著・画

彩流社 ﾃｺ 234.07 ﾌﾂ 1110724742

新・沖縄修学旅行 梅田 正己、松元 剛／著 高文研 ﾃｺ 291.99 ｼﾝ 1110740423
☆ バカだけど社会のことを考えてみた 雨宮 処凛／著 青土社 ﾃｺ 304 ｱﾏ 1110725516

人権は国境を越えて 伊藤 和子／著 岩波書店 ﾃｺ J316 ｲﾄ 1110739155
池上彰の憲法入門 池上 彰／著 筑摩書房 ﾃｺ 323.14 ｲｹ 1110729275
経済学の3つの基本 根井 雅弘／著 筑摩書房 ﾃｺ 331 ﾈｲ 1110729293
中学生・高校生の仕事ガイド 進路情報研究会／編 桐書房 ﾃｺ 366.29 ﾁﾕ 1110725820
空想科学読本　14 柳田 理科雄／著 KADOKAWA ﾃｺ 404 ﾔﾅ 1110738176
素粒子物理学を楽しむ本 藤本 順平、高橋 理佳／著 学研教育出版 ﾃｺ 429.6 ﾌｼ 1110742016
星の声に、耳をすませて 林 完次／著 講談社 ﾃｺ J440 ﾊﾔ 1110727010
太陽系・惑星科学 渡部 潤一／著 大日本図書 ﾃｺ J445 ﾜﾀ 1110723979
動物を守りたい君へ 高槻 成紀／著 岩波書店 ﾃｺ J480 ﾀｶ 1110739164

☆ ペンギンはなぜ飛ばないのか? 綿貫 豊／著 恒星社厚生閣 ﾃｺ J488 ﾜﾀ 1110739001

中高生のためのケータイ・スマホハンドブック
今津 孝次郎／監修
金城学院中学校・高等学校／編著

学事出版 ﾃｺ 694.6 ﾁﾕ 1110703850

必ず役立つ吹奏楽ハンドブック 丸谷 明夫／監修 ヤマハミュージックメディア ﾃｺ 764.6 ｶﾅ 1110728287
サッカースターの少年時代 学研パブリッシング ﾃｺ 783.47 ｻﾂ 1110735620
ちくま小説選 紅野 謙介／編、清水 良典／編 筑摩書房 ﾃｺ 908.3 ﾁｸ 1110728429

☆ 女子読みのススメ 貴戸 理恵／著 岩波書店 ﾃｺ J910 ｷﾄ 1110722677
☆ わが盲想 モハメド・オマル・アブディン／著 ポプラ社 ﾃｺ 916 ﾓﾊ 1110735586

なぜ孫悟空のあたまには輪っかがあるのか? 中野 美代子／著 岩波書店 ﾃｺ J923 ｺ 1110722686

☆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　2013.12

請求記号

　
　　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


