
平成28年4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　ノベライズ化作品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 903.1 ﾔﾝ 1111195030
大人になるまでに読みたい15歳　2　生と夢 佐藤 文香／編 ゆまに書房 ﾃｺ J911 ｵﾄ 1111191863
気仙沼ミラクルガール 五十嵐 貴久／著 幻冬舎 ﾃｺ 913.6 ｲｶ 1111188714

★ 炎のタペストリー 乾石 智子／著 筑摩書房 ﾃｺ 913.6 ｲﾇ 1111190893
★ 花が咲くとき 乾 ルカ／著 祥伝社 ﾃｺ 913.6 ｲﾇ 1111192708
★ ハーレーじじいの背中 坂井 希久子／著 双葉社 ﾃｺ 913.6 ｻｶ 1111195325

ヒーロー!　HERO! 白岩 玄／著 河出書房新社 ﾃｺ 913.6 ｼﾗ 1111195307
まく子 西 加奈子／著 福音館書店 ﾃｺ 913.6 ﾆｼ 1111188518
KUHANA!　JAZZ×kids 秦 建日子／著 河出書房新社 ﾃｺ 913.6 ﾊﾀ 1111199754
ふたりの文化祭 藤野 恵美／著 KADOKAWA ﾃｺ 913.6 ﾌｼ 1111199745
神さまのいる書店　[2]　冬を越えて咲く花 三萩 せんや／著 KADOKAWA ﾃｺ 913.6 ﾐﾊ 1111195290
誰がために鐘を鳴らす 山本 幸久／著 KADOKAWA ﾃｺ 913.6 ﾔﾏ 1111188939
世界が終わる前に　BISビブリオバトル部 山本 弘／[著] 東京創元社 ﾃｺ 913.6 ﾔﾏ 1111188581
さよなら、ママ キャロル・ガイトナー／著　藤崎 順子／訳 早川書房 ﾃｺ 933.7 ｶｲ 1111199217
ハーフ・ワイルド　上　ネイサン・バーンと魔のナイフ サリー・グリーン／著　田辺千幸／訳 早川書房 ﾃｺ 933.7 ｸﾘ 1111188400
ハーフ・ワイルド　下　ネイサン・バーンと魔のナイフ サリー・グリーン／著　田辺千幸／訳 早川書房 ﾃｺ 933.7 ｸﾘ 1111188410
エベレスト・ファイル　シェルパたちの山 マット・ディキンソン／作　原田 勝／訳 小学館 ﾃｺ J933 ﾃｲ 1111197894
ラブと友たち　手術に立ち会ったイヌ ジョン・ブラウン／著　川満 富裕／訳 時空出版 ﾃｺ 933.7 ﾌﾗ 1111190810
アラルエン戦記　8　奪還　下 ジョン・フラナガン／作　入江 真佐子／訳 岩崎書店 ﾃｺ J933 ﾌﾗ 1111190051
メディチ家の紋章　上　Sunnyside Books テリーザ・ブレスリン／作　金原 瑞人、秋川 久美子／訳 小峰書店 ﾃｺ J933 ﾌﾚ 1111189954
メディチ家の紋章　下　Sunnyside Books テリーザ・ブレスリン／作　金原 瑞人、秋川 久美子／訳 小峰書店 ﾃｺ J933 ﾌﾚ 1111189963

★ テオの「ありがとう」ノート クロディーヌ・ル・グイック=プリエト／著　坂田 雪子／訳 PHP研究所 ﾃｺ J953 ﾙｸ 1111189909
水の継承者ノリア エンミ・イタランタ／著　末延 弘子／訳 西村書店 ﾃｺ 993.61 ｲﾀ 1111196190

請求記号

 ティーンズコーナーに新しく入った本 

『気仙沼ミラクルガール』 『炎のタペストリー』 『花が咲くとき』 『ハーレーじじいの背中』 『ヒーロー!』 『まく子』 『テオの「ありがとう」ノート』 



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

進路・将来を考える　中高生のためのブックガイド 佐藤 理絵／監修 日外アソシエーツ ﾃｺ 028.09 ｼﾝ 1111195530
★ 保健室の恋バナ+α　岩波ジュニア新書 金子 由美子／著 岩波書店 ﾃｺ J152 ｶﾈ 1111197938

留学生と中学生・高校生のための日本史入門
信長から安保法制まで

庵 功雄／著 晃洋書房 ﾃｺ 210.1 ｲｵ 1111199496

★
国ってなんだろう?
あなたと考えたい「私と国」の関係 中学生の質問箱

早尾 貴紀／著 平凡社 ﾃｺ J311 ﾊﾔ 1111186110

★ 地方自治のしくみがわかる本　岩波ジュニア新書 村林 守／著 岩波書店 ﾃｺ J318 ﾑﾗ 1111186237
もっと知りたい!話したい!セクシュアルマイノリティ
ありのままのきみがいい　2
わたしの気持ち、みんなの気持ち

日高 庸晴／著　サカイ ノビー／イラスト 汐文社 ﾃｺ J367 ﾋﾀ 1111194435

空想科学読本　17　<いちばん強いのは誰!?>編 柳田 理科雄／著 KADOKAWA ﾃｺ 404 ﾔﾅ 1111200775
生命デザイン学入門　岩波ジュニア新書 小川(西秋)葉子、太田 邦史／編著 岩波書店 ﾃｺ J460 ｾｲ 1111197947

★
寿命はなぜ決まっているのか　長生き遺伝子のヒミツ
岩波ジュニア新書

小林 武彦／著 岩波書店 ﾃｺ J491 ｺﾊ 1111186264

写真のなかの「わたし」　ポートレイトの歴史を読む
ちくまプリマー新書

鳥原 学／著 筑摩書房 ﾃｺ 743.4 ﾄﾘ 1111190866

★ 国際情勢に強くなる英語キーワード　岩波ジュニア新書 明石 和康／著 岩波書店 ﾃｺ J834 ｱｶ 1111197965

※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　2016.5

請求記号

『保健室の恋バナ+α』 

☆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 

あるく 

ティーンのための 
   ミニミニ展示開催中！ 
  「A・L・C 第3号」の本を集めました。 
ぜひ手に取ってみてね。（6月8日まで） 

『寿命はなぜ決まっているのか』 『国際情勢に強くなる英語キーワード』 『生命デザイン学入門』 『国ってなんだろう?』 『地方自治のしくみがわかる本』 
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