
平成28年1月新着分

タイトル 著者名 出版社 資料コード
詩・物語・絵本
少年少女のみなさんに俳句とお話 友岡 子郷／著 本阿弥書店 ﾃｺ J911 ﾄﾓ 1111157422
透き通った風が吹いて あさの あつこ／著 文藝春秋 ﾃｺ 913.6 ｱｻ 1111148281

☆ 車夫　Sunnyside Books いとう みく／作 小峰書店 ﾃｺ J913 ｲﾄ 1111150038
カブキブ!　4　角川文庫 榎田 ユウリ／著 KADOKAWA ﾃｺ 913.6 ｴﾀ 1111151035
臆病な僕でも勇者になれた七つの教え
「自信」が湧きだす不思議な冒険

旺季 志ずか／著 サンマーク出版 ﾃｺ 913.6 ｵｳ 1111162431

☆ おとめの流儀。 小嶋 陽太郎／著 ポプラ社 ﾃｺ 913.6 ｺｼ 1111148165
GOSICK　PINK 桜庭 一樹／著 KADOKAWA ﾃｺ 913.6 ｻｸ 1111148853
シロガラス　4　お神楽の夜へ 佐藤 多佳子／著 偕成社 ﾃｺ J913 ｻﾄ 1111146008

☆ チポロ 菅野 雪虫／著 講談社 ﾃｺ J913 ｽｶ 1111150163
私は存在が空気　Nobody Notices Me 中田 永一／著 祥伝社 ﾃｺ 913.6 ﾅｶ 1111165246
悲亡伝　講談社ノベルス 西尾 維新／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ﾆｼ 1111162404

☆ タスキメシ 額賀 澪／著 小学館 ﾃｺ 913.6 ﾇｶ 1111148272
都会(まち)のトム&ソーヤ　13
黒須島クローズド　YA!ENTERTAINMENT

はやみね かおる／著　にし けいこ／画 講談社 ﾃｺ J913 ﾊﾔ 1111150118

青い真珠は知っている　KZ'Deep File 藤本 ひとみ／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ﾌｼ 1111167044
☆ 火打箱 サリー・ガードナー／著　デイヴィッド・ロバーツ／絵　山田 順子／訳 東京創元社 ﾃｺ 933.7 ｶﾄ 1111148488
☆ 少年キム　上　岩波少年文庫 ラドヤード・キプリング／作　三辺 律子／訳 岩波書店 ﾃｺ J933 ｷﾂ 1111145904
☆ 少年キム　下　岩波少年文庫 ラドヤード・キプリング／作　三辺 律子／訳 岩波書店 ﾃｺ J933 ｷﾂ 1111145913

少年弁護士セオの事件簿　5　逃亡者の目 ジョン・グリシャム／作　石崎 洋司／訳 岩崎書店 ﾃｺ J933 ｸﾘ 1111146287
カッシアの物語　3 アリー・コンディ／著　高橋 啓、石飛 千尋／訳 プレジデント社 ﾃｺ 933.7 ｺﾝ 1111148657
タイムライダーズ　3-1　失われた暗号　1 アレックス・スカロウ／作　金原 瑞人、樋渡 正人／訳 小学館 ﾃｺ J933 ｽｶ 1111157370
タイムライダーズ　3-2　失われた暗号　2 アレックス・スカロウ／作　金原 瑞人、樋渡 正人／訳 小学館 ﾃｺ J933 ｽｶ 1111157389

☆ ケチャップ・シンドローム　ハヤカワ・ミステリ文庫　my perfume アナベル・ピッチャー／著　吉澤 康子／訳 早川書房 ﾃｺ 933.7 ﾋﾂ 1111161953
宇宙の法則　解けない暗号
ホーキング博士のスペース・アドベンチャー

ルーシー・ホーキング、
スティーヴン・ホーキング／作　さくま ゆみこ／訳 岩崎書店 ﾃｺ J933 ﾎｷ 1111150207

オリンポスの神々と7人の英雄　最後の航海
パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々 シーズン2　5

リック・リオーダン／作　金原 瑞人、小林 みき／訳 ほるぷ出版 ﾃｺ J933 ﾘｵ 1111146133

ふかいかん ごとう ゆさ／絵・文 フジテレビKIDS ﾃｺ E ｺﾄ 1111145987

タイトル 著者名 出版社 資料コード
英語で書かれた物語
Unravel me Tahereh Mafi Harper ﾃｺ 933.7 M187 1201041060
Ignite me Tahereh Mafi Harper ﾃｺ 933.7 M187 1201041079
Mr. Putter & Tabby Turn the page Cynthia Rylant　illustrated by Arthur Howard Houghton Mifflin Harcourt ﾃｺ 933.7 R994 1201041050

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 



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
高校生のための東大授業ライブ　学問からの挑戦 東京大学教養学部／編 東京大学出版会 ﾃｺ 041 ｺｳ 1111159365
君に伝えたいこと　15歳の人生レッスン 姜 尚中／著 自由国民社 ﾃｺ 159.7 ｶﾝ 1111156149

☆ 弱虫でいいんだよ　ちくまプリマー新書 辻 信一／著 筑摩書房 ﾃｺ 159.7 ﾂｼ 1111152364
18歳から考える国家と「私」の行方
セイゴオ先生が語る歴史的現在　西巻

松岡 正剛／著 春秋社 ﾃｺ 204 ﾏﾂ 1111159392

18歳から考える国家と「私」の行方
セイゴオ先生が語る歴史的現在　東巻

松岡 正剛／著 春秋社 ﾃｺ 204 ﾏﾂ 1111159383

☆ 森と山と川でたどるドイツ史　岩波ジュニア新書 池上 俊一／著 岩波書店 ﾃｺ J234 ｲｹ 1111146189
☆ インカの世界を知る　岩波ジュニア新書 木村 秀雄、高野 潤／著 岩波書店 ﾃｺ J268 ｷﾑ 1111146198

戦後日本の経済と社会　平和共生のアジアへ　岩波ジュニア新書 石原 享一／著 岩波書店 ﾃｺ J332 ｲｼ 1111146204
LGBTQを知っていますか?　“みんなと違う”は“ヘン”じゃない 日高 庸晴／監著　星野 慎二／ほか著 少年写真新聞社 ﾃｺ 367.9 ｴﾙ 1111160016
保育士の一日　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 J376 ﾎｲ 1111164276

☆ だれが幸運をつかむのか　昔話に描かれた「贈与」の秘密　ちくまプリマー新書 山 泰幸／著 筑摩書房 ﾃｺ 388.1 ﾔﾏ 1111152794
☆ 知の発見　「なぜ」を感じる力 中村 桂子／著 朝日出版社 ﾃｺ 460.4 ﾅｶ 1111149860

ちいさなちいさなベビー服 八束 澄子／作 新日本出版社 ﾃｺ J495 ﾔﾂ 1111157594

☆
吹部ノート　全日本吹奏楽コンクールへと綴られた想い
ひたむきな高校生の成長を追いかける

オザワ部長／著　菊池 直恵／画 ベストセラーズ ﾃｺ 764.6 ｵｻ 1111148227

☆ 16歳から知るオリンピックの軌跡 清水 ひろし／著 彩流社 ﾃｺ 780.69 ｼﾐ 1111154411
青春のエッセー阿部次郎記念賞入賞作品集
考える青春-エッセーの甲子園　第8回

東北大学文学部 ﾃｺ 816.8 ｾｲ 1111090931

☆ 少年の夢　河出文庫 梅原 猛／著 河出書房新社 ﾃｺ 914.6 ｳﾒ 1111166904

※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　2016.3

請求記号

『吹部ノート』 

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？ 

愛知県内の図書館員がみんなにオススメの本を紹介しているよ。 
こちらも読んでね！ 
https://websv.aichi-pref-library.jp/ya/alc.html 

『おとめの流儀。』 『車夫』 

『チポロ』 『弱虫でいいんだよ』 『だれが幸運をつかむのか』 

あるく 

ティーンのための 
no.3 
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