
平成26年1月新着分

タイトル 著者名 出版社 資料コード

詩・物語・絵本

大人になるまでに読みたい15歳の詩　2 ゆまに書房 ﾃｺ J911 ｵﾄ 1110771617

からくりランドのプリンセス 青井 夏海／著 原書房 ﾃｺ 913.6 ｱｵ 1110758885

☆ 吹部! 赤澤 竜也／著 飛鳥新社 ﾃｺ 913.6 ｱｶ 1110768685

お面屋たまよし　[3] 石川 宏千花／[著] 講談社 ﾃｺ J913 ｲｼ 1110765478

向かい風で飛べ! 乾 ルカ／著 中央公論新社 ﾃｺ 913.6 ｲﾇ 1110770440

☆ シンデレラウミウシの彼女 如月 かずさ／[著] 講談社 ﾃｺ J913 ｷｻ 1110765404

秘密の花占い　泣いちゃいそうだよ《高校生編》 小林 深雪／[著] 講談社 ﾃｺ J913 ｺﾊ 1110754536

僕らはまだ、恋をしていない!　（ハルキ文庫） 中村 航／著 角川春樹事務所 ﾃｺ 913.6 ﾅｶ 1110768694

☆ ラ・プッツン・エル 名木田 恵子／著 講談社 ﾃｺ J913 ﾅｷ 1110761423

☆ 星空ロック 那須田 淳／著 あすなろ書房 ﾃｺ J913 ﾅｽ 1110765610

悲報伝　（講談社ノベルス） 西尾 維新／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ﾆｼ 1110772211

ハートにプライド!卓球部 横沢 彰／作 新日本出版社 ﾃｺ J913 ﾖｺ 1110776328

きっときみに届くと信じて 吉富 多美／作 金の星社 ﾃｺ J913 ﾖｼ 1110765674

モンキー・ウォーズ リチャード・カルティ／著　久保 美代子／訳 あすなろ書房 ﾃｺ J933 ｶﾙ 1110765629

伝説の双子ソフィー&ジョシュ　（アルケミスト） マイケル・スコット／著　橋本 恵／訳 理論社 ﾃｺ J933 ｽｺ 1110761272

☆ 宝石の筏で妖精国を旅した少女　（ハヤカワ文庫 FT） キャサリン・M.ヴァレンテ／著　水越 真麻／訳 早川書房 ﾃｺ 933.7 ﾊﾚ 1110768738

竜との舞踏　3　（氷と炎の歌） 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 1110759309

オリンポスの神々と7人の英雄　3
リック・リオーダン／作　金原 瑞人・小林 みき
／訳

ほるぷ出版 ﾃｺ J933 ﾘｵ 1110754474

ヤング・シャーロック・ホームズ　vol.3 アンドリュー・レーン／著　田村 義進／訳 静山社 ﾃｺ J933 ﾚﾝ 1110754250

☆ 比類なき翠玉(エメラルド)　（時間旅行者の系譜） 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 1110768433

☆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。
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　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

☆ にょろり旅・ザ・ファイナル 青山 潤／著 講談社 ﾃｺ 292.48 ｱｵ 1110774047

なぜ独裁はなくならないのか 千野 境子／著 国土社 ﾃｺ 313.8 ﾁﾉ 1110771475

パワハラに負けない!　（岩波ジュニア新書） 笹山 尚人／著 岩波書店 ﾃｺ J366 ｻｻ 1110761334

好きなのにはワケがある　（ちくまプリマー新書） 岩宮 恵子／著 筑摩書房 ﾃｺ 371.47 ｲﾜ 1110771143

思春期サバイバル ここから探検隊／制作 はるか書房 ﾃｺ J371 ｼｼ 1110751801

ヤングアダルトの本 日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ ﾃｺ 375.18 ﾔﾝ 1110758375

☆ お菓子でたどるフランス史　（岩波ジュニア新書） 池上 俊一／著 岩波書店 ﾃｺ J383 ｲｹ 1110761343

いのちと重金属　（ちくまプリマー新書） 渡邉 泉／著 筑摩書房 ﾃｺ 436 ﾜﾀ 1110770727

「生きられた家」をつむぐ　（くうねるところにすむとこ
ろ）

奥山 明日香／著 平凡社 ﾃｺ J520 ｵｸ 1110761352

生物とコラボする　（岩波ジュニア新書） 工藤 律子／著 岩波書店 ﾃｺ J578 ｸﾄ 1110761361

必ず役立つ吹奏楽ハンドブック　マーチ編 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 1110759793

部活でもっとステップアップ合唱のコツ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 1110768970

☆ 統合失調症がやってきた ハウス加賀谷・松本 キック／著 イースト・プレス ﾃｺ 779.14 ﾊｳ 1110768676

都会(まち)のトム&ソーヤゲーム・ブック はやみね かおる／作 講談社 ﾃｺ J798 ﾊﾔ 1110765440

日本軍「慰安婦」にされた少女たち　（岩波ジュニア新
書）

石川 逸子／著 岩波書店 ﾃｺ J916 ｲｼ 1110761370

英語で書かれた物語

Ｔｈｒｅｅ　Ｓｐｉｎｎｅｒｓ Ｊｅｎｎｉｆｅｒ　Ｈｅａｔｈ Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎｓ ﾃｺ E H438 1201037817

Ｇｏｌｄｉｌｏｃｋｓ　Ａｎｄ　Ｔｈｅ　Ｔｈｒｅｅ　Ｂｅａｒｓ Ｊｏａｎｎｅ　Ｓｗａｎ Ｃｅｎｇａｇｅ　Ｌｅａｒｎｉｎｇ ﾃｺ E S972 1201037782

Ｌｉｔｔｌｅ　Ｒｅｄ　Ｒｉｄｉｎｇ　Ｈｏｏｄ Ｊｏａｎｎｅ　Ｓｗａｎ ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎｓ ﾃｺ E S972 1201037791

Ｈａｎｓｅｌ　Ａｎｄ　Ｇｒｅｔｅｌ Ｊｏａｎｎｅ　Ｓｗａｎ Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎｓ ﾃｺ E S972 1201037808

Ａｌａｄｄｉｎ　Ａｎｄ　Ｔｈｅ　Ｌａｍｐ Ｊａｎｅ　Ｓｗａｎ Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎｓ ﾃｺ E S972 1201037826

Ｇｏ　ｔｈｅ　ｆｕｃｋ　ｔｏ　ｓｌｅｅｐ Ａｄａｍ　Ｍａｎｓｂａｃｈ Ｒ．Ｉ．Ｃ．　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎﾃｺ J726 M286 1201038019

Ｔｈｅ　Ｊｅｒｓｅｙ　Ｄｅｖｉｌ　；　Ｐｈａｎｔｏｍ　Ｓｈｉｐｓ　；　ＬｉｖｉｎＪａｎｅｔ　Ｌｏｒｉｍｅｒ Ａｋａｓｈｉｃ　Ｂｏｏｋｓ ﾃｺ J933 L872 1201037844

☆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。
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