
平成27年7月新着分

タイトル 著者名 出版社 資料コード

詩・物語・絵本

鬼塚パンチ! 鬼塚 忠／著 KADOKAWA ﾃｺ 913.6 ｵﾆ 1111053446
2.43　清陰高校男子バレー部　second season 壁井 ユカコ／著 集英社 ﾃｺ 913.6 ｶﾍ 1111054514

☆ 美雨13歳のしあわせレシピ　teens' best selections しめの ゆき／著　高橋 和枝／絵 ポプラ社 ﾃｺ J913 ｼﾒ 1111055834
君の膵臓をたべたい 住野 よる／著 双葉社 ﾃｺ 913.6 ｽﾐ 1111062418
ハケンアニメ! 辻村 深月／著 マガジンハウス ﾃｺ 913.6 ﾂｼ 1111072970
しばしとどめん北斎羽衣 花形 みつる／著 理論社 ﾃｺ 913.6 ﾊﾅ 1111062810
鵺の家 廣嶋 玲子／著 東京創元社 ﾃｺ 913.6 ﾋﾛ 1111062801
幽霊なんて怖くない　BISビブリオバトル部 山本 弘／著 東京創元社 ﾃｺ 913.6 ﾔﾏ 1111062795

☆ マザーランドの月　SUPER!YA サリー・ガードナー／著 小学館 ﾃｺ J933 ｶﾄ 1111046684
ウソつきとスパイ　Sunnyside Books レベッカ・ステッド／作 小峰書店 ﾃｺ J933 ｽﾃ 1111046835

☆ まだなにかある　上 パトリック・ネス／著 辰巳出版 ﾃｺ 933.7 ﾈｽ 1111054523
☆ まだなにかある　下 パトリック・ネス／著 辰巳出版 ﾃｺ 933.7 ﾈｽ 1111054532

サバイバーズ　3　ひとすじの光 エリン・ハンター／作 小峰書店 ﾃｺ J933 ﾊﾝ 1111063999
はこ　怪談えほん 小野 不由美／作　nakaban／絵　東 雅夫／編 岩崎書店 ﾃｺ E ｵﾉ 1111046746

タイトル 著者名 出版社 資料コード

英語で書かれた物語

Mr. Putter & Tabby Drop the Ball Cynthia Rylant Houghton Mifflin Harcourt ﾃｺ 933.7 R994 1201040198

請求記号

請求記号

 ティーンズコーナーに新しく入った本 

『美雨13歳のしあわせレシピ』 『マザーランドの

月』 

『まだなにかある 上』 『まだなにかある 下』 



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

☆ 本屋になりたい　この島の本を売る　ちくまプリマー新書 宇田 智子／著　高野 文子／絵 筑摩書房 ﾃｺ 024.8 ｳﾀ 1111054668
<自分らしさ>って何だろう?　自分と向き合う心理学
ちくまプリマー新書

榎本 博明／著 筑摩書房 ﾃｺ 141.93 ｴﾉ 1111054686

世界を平和にするためのささやかな提案　14歳の世渡り術 池澤 春菜、伊勢崎 賢治、上坂 すみれ／著　他 河出書房新社 ﾃｺ J319 ｾｶ 1111046755
未来の科学者との対話　13
第13回神奈川大学全国高校生理科・科学論文大賞受賞作品集

神奈川大学広報委員会全国高校生理科・科
学論文大賞専門委員会／編

日刊工業新聞社 ﾃｺ 375.42 ﾐﾗ 1111045598

公立高等学校ガイドブック　2015 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 1111069689
人類の誕生と大移動　生命ふしぎ図鑑 イアン・タターソル、ロバート・デーサル、パトリシア・J.ウィン／著 西村書店 ﾃｺ J469 ｼﾝ 1111055781

☆
先生、洞窟でコウモリとアナグマが同居しています!
鳥取環境大学の森の人間動物行動学

小林 朋道／著 築地書館 ﾃｺ 481.78 ｺﾊ 1111055360

カタツムリの謎
日本になんと800種!コンクリートをかじって栄養補給!?

野島 智司／著 誠文堂新光社 ﾃｺ 484.6 ﾉｼ 1111055647

キンギョはなぜ海がきらいなのか?
もっと知りたい!海の生きものシリーズ

金子 豊二／著 恒星社厚生閣 ﾃｺ J487 ｶﾈ 1111051380

☆ 新・東海道水の旅　岩波ジュニア新書 浦瀬 太郎／著 岩波書店 ﾃｺ J517 ｳﾗ 1111046648

未来へつなぐ食のバトン
映画『100年ごはん』が伝える農業のいま　ちくまプリマー新書

大林 千茱萸／著 筑摩書房 ﾃｺ 615.71 ｵｵ 1111055763

☆
夢へ翔けて　戦争孤児から世界的バレリーナへ
ポプラせかいの文学

ミケーラ・デプリンス、エレーン・デプリンス／共著 ポプラ社 ﾃｺ J769 ﾃﾌ 1111055790

漢字力が身につく熟語練習帳　岩波ジュニア新書 馬場 雄二／著 岩波書店 ﾃｺ J811 ﾊﾊ 1111046666
大きらいなやつがいる君のためのリベンジマニュアル
岩波ジュニア新書

豊島 ミホ／著 岩波書店 ﾃｺ J914 ﾄｼ 1111046675

☆
14歳<フォーティーン>　満州開拓村からの帰還
集英社新書

澤地 久枝／著 集英社 ﾃｺ 916 ｻﾜ 1111059029

※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　2015.8

請求記号

『本屋になりたい』 

no.1 

☆印はおすすめの本だよ。 
きみはどれが面白いと思った？ 

『新・東海道水の旅』 

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）にて開催中！ 
                       (10月7日まで) 

タイムスリップ！江戸時代 『夢へ翔けて』 


	7月

