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タイトル 著者名 出版社 資料コード

詩・物語・絵本

17音の青春　2015　五七五で綴る高校生のメッセージ 神奈川大学広報委員会／編 KADOKAWA ﾃｺ 911.36 ｼﾕ 1111077789
死神うどんカフェ1号店　5杯目　YA!ENTERTAINMENT 石川 宏千花／著 講談社 ﾃｺ J913 ｲｼ 1111067595

☆ トンネルの森1945 角野 栄子／著 KADOKAWA ﾃｺ 913.6 ｶﾄ 1111078534
Eggs　夏のトライアングル　TEENS'ENTERTAINMENT 小瀬木 麻美／作 ポプラ社 ﾃｺ J913 ｺｾ 1111071382
藤井兄妹の絶体絶命な毎日
泣いちゃいそうだよ《高校生編》　YA!ENTERTAINMENT

小林 深雪／著　牧村 久実／画 講談社 ﾃｺ J913 ｺﾊ 1111067586

ぼくらの魔女戦記　1　「ぼくら」シリーズ　黒ミサ城へ 宗田 理／作 ポプラ社 ﾃｺ J913 ｿｳ 1111071373
☆ ヒトリコ 額賀 澪／著 小学館 ﾃｺ 913.6 ﾇｶ 1111065705
☆ 屋上のウインドノーツ 額賀 澪／著 文藝春秋 ﾃｺ 913.6 ﾇｶ 1111065723

怪盗グリフィン対ラトウィッジ機関　Griffin Like a Cheshire Cat 法月 綸太郎／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ﾉﾘ 1111074740
なりたい　「しゃばけ」シリーズ 畠中 恵／著 新潮社 ﾃｺ 913.6 ﾊﾀ 1111079003

☆ 14歳の水平線 椰月 美智子／著 双葉社 ﾃｺ 913.6 ﾔｽ 1111079021
赤の他人だったら、どんなによかったか。 吉野 万理子／著 講談社 ﾃｺ J913 ﾖｼ 1111067666

☆ 走れ、走って逃げろ　岩波少年文庫 ウーリー・オルレブ／作　母袋 夏生／訳 岩波書店 ﾃｺ J929 ｵﾙ 1111063765
アーチー・グリーンと魔法図書館の謎 D.D.エヴェレスト／著　こだま ともこ／訳　石津 昌嗣／画 あすなろ書房 ﾃｺ J933 ｴﾍ 1111076208
子ども部屋のアリス ルイス・キャロル／作　ジョン・テニエル／絵　安井 泉／訳 解説 七つ森書館 ﾃｺ 933.6 ｷﾔ 1111065474

☆ ワンダー R.J.パラシオ／作　中井 はるの／訳 ほるぷ出版 ﾃｺ J933 ﾊﾗ 1111080167
☆ 神々と戦士たち　1　青銅の短剣 ミシェル・ペイヴァー／著　中谷 友紀子／訳 あすなろ書房 ﾃｺ J933 ﾍｲ 1111067521

子供時代　CREST BOOKS リュドミラ・ウリツカヤ／著　ウラジーミル・リュバロフ／絵　沼野 恭子／訳 新潮社 ﾃｺ 983 ｳﾘ 1111066140

請求記号

 ティーンズコーナーに新しく入った本 

『トンネルの森1945』 『ヒトリコ』 『屋上のウインドノーツ』 『14歳の水平線』 『ワンダー』 『走れ、走って逃げろ』 



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

THE BOOKS green
365人の本屋さんが中高生に心から推す「この一冊」

ミシマ社／編 ミシマ社 ﾃｺ 019.9 ｻﾌ 1111076469

☆ 高校生と考える日本の問題点　桐光学園大学訪問授業 桐光学園中学校・高等学校／編 左右社 ﾃｺ 041 ｺｳ 1111072254
14歳からの哲学入門　「今」を生きるためのテキスト 飲茶／著 二見書房 ﾃｺ 130 ﾔﾑ 1111081825

☆ 希望をつくる島・沖縄　キミたちに伝えたいこと 野本 三吉／著 新宿書房 ﾃｺ 219.9 ﾉﾓ 1111078599
漫画家たちのマンガ外交
南京大虐殺記念館からはじまった

石川 好／著 彩流社 ﾃｺ J319 ｲｼ 1111071490

☆ 生きる　劉連仁の物語 森越 智子／作　谷口 広樹／絵 童心社 ﾃｺ J366 ﾓﾘ 1111071444
大学で大人気の先生が語る<恋愛>と<結婚>の人間学
岩波ジュニア新書

佐藤 剛史／著 岩波書店 ﾃｺ J367 ｻﾄ 1111063907

あなたの明日のために　健全育成ハンドブック　2015 全国少年警察ボランティア協会 ﾃｺ J368 ｱﾅ 1111057329
☆ 君たちには話そう　かくされた戦争の歴史 いしい ゆみ／著 くもん出版 ﾃｺ 395 ｲｼ 1111075256

知って得する、科学と技術のお話
ヤングサイエンス選書

藤嶋 昭／監修
東京応化科学技術振興財団／編
科学技術館メルマガくらぶ／著

東京書籍 ﾃｺ 404 ｼﾂ 1111084783

数に強くなろう　ピーター流数学あそび　岩波ジュニア新書 ピーター・フランクル／著 岩波書店 ﾃｺ J410 ﾌﾗ 1111063925
☆ 新・天文学入門　カラー版　岩波ジュニア新書 嶺重 慎／編著　鈴木 文二／編著 岩波書店 ﾃｺ J440 ｼﾝ 1111063934

カブトガニの謎　2億年前から形を変えず生き続けたわけ 惣路 紀通／著 誠文堂新光社 ﾃｺ 485.6 ｿｳ 1111075917
おとなになるってどんなこと?　ちくまプリマー新書 吉本 ばなな／著 筑摩書房 ﾃｺ 914.6 ﾖｼ 1111071506

※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　2015.9

請求記号

『希望をつくる島・沖縄』 

☆印はおすすめの本だよ。 
きみはどれが面白いと思った？ 

決 定！第４回 
てこぽん大賞 大賞はペンネーム【mgm】さんが 

作成してくれた『凍りのくじら』の 
ＰＯＰに決定！！作品はﾃｨｰﾝｽﾞ
ｺｰﾅｰに飾ってあるよ。 

てこぽん キャラクター 
 “ホリー” 

『生きる 劉連仁の物語』 『君たちには話そう』 
※『凍りのくじら』辻村 深月／著 講談社 2005.11  テコ913.6/ツシ/930954  

  資料コード：1109309545 
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