
平成27年10月新着分

タイトル 著者名 出版社 資料コード

詩・物語・絵本

ヤングアダルトの本
書籍になったweb小説・ケータイ小説3000冊

日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ ﾃｺ 910.31 ﾔﾝ 1111111503

蘇生　The Rebirth 五十嵐 貴久／著 PHP研究所 ﾃｺ 913.6 ｲｶ 1111109130
☆ 双頭の蜥蜴(サラマンダー) 乾石 智子／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ｲﾇ 1111097119

Arknoah　2　ドラゴンファイア 乙一／著　toi8／イラスト 集英社 ﾃｺ 913.6 ｵﾂ 1111111808
☆ 小説の書きかた 須藤 靖貴／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ｽﾄ 1111106808

天と地の方程式　2 富安 陽子／著　五十嵐 大介／画 講談社 ﾃｺ J913 ﾄﾐ 1111113482
掟上今日子の遺言書 西尾 維新／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ﾆｼ 1111121850
みんなの秘密 畑野 智美／著 新潮社 ﾃｺ 913.6 ﾊﾀ 1111097146
惑星カロン　“ハルチカ”シリーズ 初野 晴／著 KADOKAWA ﾃｺ 913.6 ﾊﾂ 1111115404

☆ おいぼれミック バリ・ライ／著　岡本 さゆり／訳 あすなろ書房 ﾃｺ J933 ﾗｲ 1111110631
☆ 鏡の世界　石の肉体 コルネーリア・フンケ／著　浅見 昇吾／訳 WAVE出版 ﾃｺ J943 ﾌﾝ 1111113428

オクサ・ポロック　6　最後の星
アンヌ・プリショタ、
サンドリーヌ・ヴォルフ／著　児玉 しおり

西村書店 ﾃｺ J953 ﾌﾘ 1111119341

☆ 砂漠の鷲　アーロの冒険 シニ・エゼル／著　ツルネン マルテイ／訳 新評論 ﾃｺ 993.61 ｴｾ 1111097600

タイトル 著者名 出版社 資料コード

英語で書かれた物語

The Art of Secrets James Klise Algonquin ﾃｺ 933.7 K65 1201040367
Buffalo Soldier Tanya Landman Walker Books ﾃｺ 933.7 L258 1201040400
Dash Kirby Larson Scholastic Press ﾃｺ 933.7 L335 1201040385
Greenglass House Kate Milford Clarion　Books ﾃｺ 933.7 M644 1201040394
I'll Give You the Sun Jandy Nelson Walker Books ﾃｺ 933.7 N427 1201040376
Five Children on the Western Front Kate Saunders Faber & Faber ﾃｺ 933.7 S257 1201040438
The Last Wild Piers Torday Quercus Editions ﾃｺ 933.7 T677 1201040429
The Dark Wild Piers Torday Quercus Editions ﾃｺ 933.7 T677 1201040410

　　

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 

ティーンズコーナー・ミニミニ展示 
 

3階エレベーター降りてすぐ、 
ティーンズコーナーＲ１１番書架にて開催中！(2016年2月28日まで) 

『頑張れ！受験生 2015』 



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

☆ 発信力の育てかた　ジャーナリストが教える「伝える」レッスン　14歳の世渡り術 外岡 秀俊／著 河出書房新社 ﾃｺ J002 ｿﾄ 1111110373
☆ 本屋って何? 稲葉 茂勝／文　秋田 喜代美／監修 ミネルヴァ書房 ﾃｺ 024 ｲﾅ 1111114855
☆ 世界史を動かした思想家たちの格闘　ソクラテスからニーチェまで 茂木 誠／著 大和書房 ﾃｺ 130 ﾓｷ 1111112028

10代からの心理学図鑑 マーカス・ウィークス／著　ジョン・ミルディンホール／監修　渡辺 滋人／訳 三省堂 ﾃｺ 140 ｳｲ 1111102237
☆ 屈折万歳!　岩波ジュニア新書 小島 慶子／著 岩波書店 ﾃｺ J159 ｺｼ 1111113606

おじいさんおばあさんの子どもの頃日本は戦争をした
戦争で私たちの命と暮らしがどうなったかをお話しします

中村 攻、宮城 喜代美、石澤 憲三／編 而立書房 ﾃｺ 210.75 ｵｼ 1111106906

改めて知る日本国民のための日本国憲法　立憲主義とは何か 太田 雅幸、コンデックス情報研究所／編集 清水書院 ﾃｺ 323.14 ｱﾗ 1111103065
「日本国憲法」まっとうに議論するために　改訂新版 樋口 陽一／[著] みすず書房 ﾃｺ 323.14 ﾋｸ 1111115440
16歳からの交渉力 田村 次朗／著 実務教育出版 ﾃｺ 361.3 ﾀﾑ 1111115807

そして、生きる希望へ　貧困に立ち向かう子どもたち
モバイル・コミュニケーション・ファンド子どもの明日

阿蘭 ヒサコ、冨部 志保子／著 NTT出版 ﾃｺ 369.41 ｱﾗ 1111111272

18歳からの選挙Q&A　政治に新しい風を18歳選挙権 全国民主主義教育研究会／編 同時代社 ﾃｺ 375.31 ｼﾕ 1111109873

東海の大学力　2016
週刊朝日進学MOOK　東海エリアの志望校選びをサポート!

朝日新聞出版 ﾃｺ A377 ﾄｳ 1111101660

大学の実力　2016 読売新聞教育ネットワーク事務局／著編 中央公論新社 ﾃｺ 377.21 ﾀｲ 1111112780
中高生のための科学自由研究ガイド　科学コンテストに挑戦しよう! ターニャ・M.ヴィッカーズ／著　西本 昌司、村本 哲哉／監訳 三省堂 ﾃｺ 407 ﾋﾂ 1111098297

☆ 日本列島人の歴史　岩波ジュニア新書　<知の航海>シリーズ 斎藤 成也／著 岩波書店 ﾃｺ J469 ｻｲ 1111103978
薬剤師の一日　医療・福祉の仕事見る知るシリーズ WILLこども知育研究所／編著 保育社 ﾃｺ J499 ﾔｸ 1111116985

☆ レイチェル・カーソンはこう考えた　ちくまプリマー新書 多田 満／著 筑摩書房 ﾃｺ 519 ﾀﾀ 1111107814

☆ 世界でいちばんかなしい花
それは青森の女子高生たちがペット殺処分ゼロを目指して咲かせた花

瀧 晴巳／著 ギャンビット出版事業部 ﾃｺ 645.6 ﾀｷ 1111112986

吉松隆の図解らくがきクラシック音楽大事典 吉松 隆／イラスト・文 学研パブリッシング ﾃｺ 760 ﾖｼ 1111114775
☆ 相撲「通」レッスン帖　もっともっと相撲のことを知りたいあなたへ 伊藤 勝治／監修 大泉書店 ﾃｺ 788.1 ｽﾓ 1111109111

※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　2015.12

請求記号

『双頭の蜥蜴』 

☆印はおすすめの本だよ。 
きみはどれが面白いと思った？ 

『小説の書きかた』 『砂漠の鷲』 『世界でいちばんかなしい花』 『相撲「通」レッスン帖』 『屈折万歳！』 


	10月

