
平成26年8月新着分

タイトル 著者名 出版社 資料コード

詩・物語・絵本

古典を読んでみましょう　（ちくまプリマー新書） 橋本 治／著 筑摩書房 ﾃｺ 910.2 ﾊｼ 1110879755
古典和歌入門　（岩波ジュニア新書） 渡部 泰明／著 岩波書店 ﾃｺ J911 ﾜﾀ 1110873260
若山牧水青春短歌大賞　第14回 延岡市教育委員会／編集 延岡市 ﾃｺ 911.16 ﾜｶ 1110888530
羅生門　（現代語訳名作シリーズ　スラよみ!） 芥川 龍之介／作 理論社 ﾃｺ 913.6 ｱｸ 1110886535

☆ 敗者たちの季節 あさの あつこ／著 KADOKAWA ﾃｺ 913.6 ｱｻ 1110890574
虫のお知らせ おの りえん／作 理論社 ﾃｺ J913 ｵﾉ 1110873205

☆ ぼくらの映画のつくりかた 機本 伸司／著 東京創元社 ﾃｺ 913.6 ｷﾓ 1110890814
ぼくらのコブラ記念日　（「ぼくら」シリーズ） 宗田 理／作 ポプラ社 ﾃｺ J913 ｿｳ 1110880406

☆ イカロス・レポート 竹田 真太朗／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ﾀｹ 1110886348
星のアリスさま 嶽本 野ばら／著 国書刊行会 ﾃｺ 913.6 ﾀｹ 1110875282
すえずえ 畠中 恵／著 新潮社 ﾃｺ 913.6 ﾊﾀ 1110894448

☆ セブンティーン・ガールズ　（角川文庫） 大島 真寿美／[著] KADOKAWA ﾃｺ 913.68 ｾﾌ 1110882581
☆ ホロコーストを逃れて　ウクライナのレジスタンス ジェニー・ウィテリック／著 水声社 ﾃｺ 933.7 ｳｲ 1110875694

幻のドラゴン号　（ドラゴンシップ・シリーズ） ジェームズ・A.オーウェン／作 評論社 ﾃｺ J933 ｵｳ 1110880390
チェシャーチーズ亭のネコ カーメン・アグラ・ディーディ／著 東京創元社 ﾃｺ 933.7 ﾃｲ 1110886544
アーデン城の宝物 E.ネズビット／著 東京創元社 ﾃｺ J933 ﾈｽ 1110873223
ウォーリアーズ　3-6 エリン・ハンター／作 小峰書店 ﾃｺ J933 ﾊﾝ 1110873340
イソップものがたり イソップ／[著] 富山房企畫 ﾃｺ 991.7 ｲｿ 1110875729
不思議の国のシロウサギかあさん ジル・バシュレ／文・絵 平凡社 ﾃｺ E ﾊｼ 1110877142

エッセイ・ノンフィクション
10代のうちに知っておきたい折れない心の作り方 水島 広子／著 紀伊國屋書店 ﾃｺ J146 ﾐｽ 1110880362

☆ じぶんリセット　つまらない大人にならないために　（14歳の世渡り術） 小山 薫堂／著 河出書房新社 ﾃｺ J159 ｺﾔ 1110877053
☆ 「がんばらない」人生相談　（14歳の世渡り術） ひろ さちや／著 河出書房新社 ﾃｺ J159 ﾋﾛ 1110877044
☆ 戦争するってどんなこと?　（中学生の質問箱） C.ダグラス・ラミス／著 平凡社 ﾃｺ J319 ﾗﾐ 1110884586

起業家という生き方　（発見!しごと偉人伝） 小堂 敏郎／著 ぺりかん社 ﾃｺ J335 ｺﾄ 1110874768
☆ カラフルなぼくら スーザン・クークリン／著 ポプラ社 ﾃｺ 367.9 ｸｸ 1110880086
☆ SELF DEFENSE　「逃げるが勝ち」が身を守る 武田 信彦／著 講談社 ﾃｺ 368.6 ﾀｹ 1110886811

音のない世界と音のある世界をつなぐ　（岩波ジュニア新書） 松森 果林／著 岩波書店 ﾃｺ J369 ﾏﾂ 1110873241
愛知の私立高校ガイドブック　2015年入試用 愛知県私学協会／編集 愛知県私学協会 ﾃｺ A376.4 ｱｲ 1110892980
専門学校案内　愛知県専修学校・専門課程　2015 愛知県専修学校各種学校連合会／編 愛知県専修学校各種学校連合会 ﾃｺ A376.7 ｾﾝ 1110881619
愛知県専修学校高等課程学校案　平成26年度 愛知県専修学校各種学校連合会 ﾃｺ A376.7 ｱｲ 1110893001
東海の大学力　2015 朝日新聞出版 ﾃｺ A377 ﾄｳ 1110889116
教育者という生き方　（発見!しごと偉人伝） 三井 綾子／著 ぺりかん社 ﾃｺ J372 ﾐﾂ 1110874759
宇宙と生命の起源　2　（岩波ジュニア新書） 小久保 英一郎／編著 岩波書店 ﾃｺ J443 ｳﾁ 1110873250
シーラカンスの謎　陸上生物の遺伝子を持つ魚 安部 義孝／共著 誠文堂新光社 ﾃｺ 487.6 ｱﾍ 1110884414

請求記号

 ティーンズコーナーに新しく入った本 



医師という生き方　（発見!しごと偉人伝） 茨木 保／著 ぺりかん社 ﾃｺ J490 ｲﾊ 1110874730
技術者という生き方　（発見!しごと偉人伝） 上山 明博／著 ぺりかん社 ﾃｺ J502 ｳｴ 1110874740
ロボコン　イケてない僕らのイカした特別授業 ニール・バスコム／著 集英社 ﾃｺ 507.7 ﾊｽ 1110876539
必ず役立つ吹奏楽ハンドブック　和声編 ヤマハミュージックメディア ﾃｺ 764.6 ｶﾅ 1110875219
プチ革命 言葉の森を育てよう　（岩波ジュニア新書） ドリアン助川／著 岩波書店 ﾃｺ J800 ﾄﾘ 1110887828
青春のエッセー阿部次郎記念賞　第7回 東北大学文学部 ﾃｺ 816.8 ｾｲ 1110895740
打倒!センター試験の現代文　（ちくまプリマー新書） 石原 千秋／著 筑摩書房 ﾃｺ 817.5 ｲｼ 1110879746

☆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　2014.9
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