
平成27年12月新着分

タイトル 著者名 出版社 資料コード

詩・物語・絵本

セーラー服と機関銃・その後　卒業　角川文庫 赤川 次郎 〔著〕 角川書店 ﾃｺ 913.6 ｱｶ 1111143230
千恵ねえちゃん 城 唯士／著 幻冬舎メディアコンサルティング ﾃｺ 913.6 ｼﾖ 1111134277

☆ ぼくのメジャースプーン　講談社ノベルス 辻村 深月／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ﾂｼ 1111143113
☆ 暗号のポラリス　The Sign towards Polaris 中山 智幸／著 NHK出版 ﾃｺ 913.6 ﾅｶ 1111141173

なりたて中学生　中級編 ひこ・田中／著 講談社 ﾃｺ J913 ﾋｺ 1111138614
☆ 白をつなぐ まはら 三桃／著 小学館 ﾃｺ J913 ﾏﾊ 1111132755

約束　YA!ENTERTAINMENT　YA!アンソロジー
小林 深雪、長崎 夏海　市川 朔久子、
春間　美幸、村上 しいこ／[著]

講談社 ﾃｺ J913 ﾔｸ 1111142500

☆ ナイト　1　ウィザード・ナイト ジーン・ウルフ／著　安野 玲／訳 国書刊行会 ﾃｺ 933.7 ｳﾙ 1111141558
☆ ナイト　2　ウィザード・ナイト ジーン・ウルフ／著　安野 玲／訳 国書刊行会 ﾃｺ 933.7 ｳﾙ 1111141567

ロックウッド除霊探偵局　2　人骨鏡の謎　上
ジョナサン・ストラウド／作　金原 瑞人／訳
松山 美保／訳

小学館 ﾃｺ J933 ｽﾄ 1111132764

ロックウッド除霊探偵局　2　人骨鏡の謎　下
ジョナサン・ストラウド／作　金原 瑞人／訳
松山 美保／訳

小学館 ﾃｺ J933 ｽﾄ 1111132773

☆ 神々と戦士たち　2　再会の島で 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 1111132989
チョコレートで朝食を　ちょっと背伸びした恋 パメラ・ムーア／著　糸井 恵／訳 風鳴舎 ﾃｺ 933.7 ﾑｱ 1111137537

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 
 
      『頑張れ！受験生 2015』 開催中！ 
 
  
 ティーンズコーナーＲ11番書架にて、 平成28年2月28日（日）まで☆ 

『ぼくのメジャースプーン』 

『暗号のポラリス』 

『白をつなぐ』 『ナイト 1』 

『ナイト 2』 

『神々と戦士たち 2』 



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

伝え方教室　調べる・発表する 大重 史朗／著 旬報社 ﾃｺ 002.7 ｵｵ 1111144101
今すぐ読みたい!10代のためのYAブックガイド150! 金原 瑞人、ひこ・田中／監修 ポプラ社 ﾃｺ J019 ｲﾏ 1111142401

☆ ちくま評論入門　高校生のための現代思想ベーシック 岩間 輝生／編　太田 瑞穂／編　坂口 浩一／編 筑摩書房 ﾃｺ 041 ﾁｸ 1111140917

☆
レンアイ、基本のキ　好きになったらなんでもOK?
岩波ジュニア新書

打越 さく良／著 岩波書店 ﾃｺ J152 ｳﾁ 1111132684

学校にはない教科書　岩波メソッド　岩波ジュニア新書 岩波 邦明／著　押田 あゆみ／著 岩波書店 ﾃｺ J159 ｲﾜ 1111132693

ぼくは科学の力で世界を変えることに決めた
ジャック・アンドレイカ、マシュー・リシアック／著
中里 京子／訳 講談社 ﾃｺ 289.3 ｱﾝ 1111144424

選挙ってなんだろう!?　18歳からの政治学入門 高村 正彦、島田 晴香／著 PHP研究所 ﾃｺ 310.4 ｺｳ 1111145145
☆ ふるさとを元気にする仕事　ちくまプリマー新書 山崎 亮／著 筑摩書房 ﾃｺ 318.8 ﾔﾏ 1111137896

ヤングアダルトの本
ボランティア・国際協力への理解を深める2000冊

NPO研究情報センター／編 日外アソシエーツ ﾃｺ 369.7 ﾔﾝ 1111144021

☆ 14歳からの宇宙論　14歳の世渡り術 佐藤 勝彦／著　益田 ミリ／マンガ 河出書房新社 ﾃｺ J443 ｻﾄ 1111132700
ミミズの謎　暗闇で光るミミズがいるって本当!? 柴田 康平／著 誠文堂新光社 ﾃｺ 483.93 ｼﾊ 1111138329
保健師の一日　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 J498 ﾎｹ 1111146240
AKB48、被災地へ行く　岩波ジュニア新書 石原 真／著 岩波書店 ﾃｺ J767 ｲｼ 1111132719

☆ エンピツ戦記　誰も知らなかったスタジオジブリ 舘野 仁美／著　平林 享子／構成 中央公論新社 ﾃｺ 778.77 ﾀﾃ 1111144774
☆ 聞く力、話す力　インタビュー術入門　14歳の世渡り術 松原 耕二／著 河出書房新社 ﾃｺ J809 ﾏﾂ 1111142573
☆ 完全独学!無敵の英語勉強法　ちくまプリマー新書 横山 雅彦／著 筑摩書房 ﾃｺ 830.7 ﾖｺ 1111137519

※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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請求記号

no.1 

『ちくま評論入門』 

『レンアイ、基本のキ』 

☆印はおすすめの本だよ。 
きみはどれが面白いと思った？ 

『ふるさとを元気にする仕事』 

『14歳からの宇宙論』 

『エンピツ戦記』 

『聞く力、話す力』 

『完全独学!無敵の英語勉強法』 
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