
平成28年9月新着分

タイトル 著者名 出版社 資料コード

詩・物語・絵本

★ 風を繡(ぬ)う あさの あつこ／著 実業之日本社 ﾃｺ 913.6 ｱｻ 1111253231
アグニオン 浅生 鴨／著 新潮社 ﾃｺ 913.6 ｱｿ 1111257876

★ シンデレラゲーム　AMGブックス 新井 淳平／著 アミューズメントメディア総合学院AMG出版 ﾃｺ 913.6 ｱﾗ 1111249758
歌姫メイの秘密 伊藤 たかみ／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ｲﾄ 1111245919
駅鈴(はゆまのすず) 久保田 香里／作　坂本 ヒメミ／画 くもん出版 ﾃｺ J913 ｸﾎ 1111250786
いなくなれ、群青　新潮文庫nex 河野 裕／著 新潮社 ﾃｺ 913.6 ｺｳ 1111251415
幽霊少年シャン　文学のピースウォーク 高橋 うらら／作　黒須 高嶺／絵 新日本出版社 ﾃｺ J913 ﾀｶ 1111247790

★ 翼もつ者　文学のピースウォーク みお ちづる／作　川浦 良枝／絵 新日本出版社 ﾃｺ J913 ﾐｵ 1111247780
空はいまぼくらふたりを中心に 村上 しいこ／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ﾑﾗ 1111253376

★ フェラルズ　1　カラスまつろう少年 ジェイコブ・グレイ／著　岡田 好惠／訳 講談社 ﾃｺ J933 ｸﾚ 1111244671
★ 世界を7で数えたら　SUPER!YA ホリー・ゴールドバーグ・スローン／作　三辺 律子／訳 小学館 ﾃｺ J933 ｽﾛ 1111250795

ゴールドフィンチ　4 ドナ・タート／著　岡 真知子／訳 河出書房新社 ﾃｺ 933.7 ﾀﾄ 1111258167
ウォーリアーズ　4-2　消えゆく鼓動 エリン・ハンター／作　高林 由香子／訳 小峰書店 ﾃｺ J933 ﾊﾝ 1111247753
夢にめざめる世界 ロブ・ゴンサルヴェス／作　金原 瑞人／訳 ほるぷ出版 ﾃｺ E ｺﾝ 1111250857

請求記号

 ティーンズコーナーに新しく入った本 

『風を繡(ぬ)う』 『アグニオン』 『シンデレラゲーム』 『翼もつ者』 『フェラルズ 1』 

ティーンズコーナーミニ展示 
 

場所：ティーンズ島（3階エレベーター前） 
 
期間：7月15日～11月9日 

一行目をたのしむ！ 

『世界を7で数えたら』 



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

高校生と考える世界とつながる生き方　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 1111252459
高校生に知ってほしい心理学　どう役立つ?どう活かせる? 宮本 聡介、伊藤 拓／編著 学文社 ﾃｺ 140 ｺｳ 1111256799

★ ダライ・ラマ子どもと語る クラウディア・リンケ／著　森内 薫／訳，中野 真紀／訳 春秋社 ﾃｺ 180.9 ﾀﾗ 1111256663
綾瀬はるか「戦争」を聞く　2　岩波ジュニア新書 TBSテレビ『NEWS23』取材班／編 岩波書店 ﾃｺ J210 ｱﾔ 1111247637
30代記者たちが出会った戦争　激戦地を歩く　岩波ジュニア新書 共同通信社会部／編 岩波書店 ﾃｺ J210 ｻﾝ 1111247628
10分で読む日本の歴史　岩波ジュニア新書 NHK「10min.ボックス」制作班／編 岩波書店 ﾃｺ J210 ｼﾂ 1111247619

★ なるほど日本地理　気になる疑問から学ぶ地理の世界 宇田川 勝司／著 ベレ出版 ﾃｺ 291.04 ｳﾀ 1111252350

図解でよくわかる地政学のきほん　新聞・テレビではわからな
い国際情勢、世界の歴史、グローバリズムがすっきり見えてくる

荒巻 豊志／監修 誠文堂新光社 ﾃｺ 312.9 ｽｶ 1111250300

文学部で読む日本国憲法　ちくまプリマー新書 長谷川 櫂／著 筑摩書房 ﾃｺ 323.14 ﾊｾ 1111253527
★ お父さんが教える13歳からの金融入門 デヴィッド・ビアンキ／著　関 美和／訳 日本経済新聞出版社 ﾃｺ 338 ﾋｱ 1111246630

LGBTなんでも聞いてみよう　中・高生が知りたいホントのところ QWRC／著　徳永 桂子／著 子どもの未来社 ﾃｺ J367 ｴﾙ 1111254023
社会福祉士の一日　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 J369 ｼﾔ 1111262428
愛知の私立高校ガイドブック　中学校3年生用　2017年入試用 愛知県私学協会／編集 愛知県私学協会 ﾃｺ A376.4 ｱｲ 1111260352
14歳のための宇宙授業　相対論と量子論のはなし 佐治 晴夫／著 春秋社 ﾃｺ J421 ｻｼ 1111247726
地球温暖化は解決できるのか
パリ協定から未来へ!　岩波ジュニア新書

小西 雅子／著 岩波書店 ﾃｺ J451 ｺﾆ 1111247655

★ 生命の始まりを探して僕は生物学者になった　14歳の世渡り術 長沼 毅／著 河出書房新社 ﾃｺ J460 ﾅｶ 1111247735
アニマリウム　ようこそ、動物の博物館へ ジェニー・ブルーム／著　ケイティ・スコット／絵　千葉 啓恵／訳 汐文社 ﾃｺ J480 ﾌﾙ 1111254159
子どものうちに知っておきたい!おしゃれ障害　健康ハッピーシリーズ 岡村 理栄子／監著 少年写真新聞社 ﾃｺ J494 ｵｶ 1111247842
歯科医師の一日　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 ｼｶ 1111250721

★
歌舞伎一年生　チケットの買い方から観劇心得まで
ちくまプリマー新書

中川 右介／著 筑摩書房 ﾃｺ 774 ﾅｶ 1111253204

※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　2016.10

請求記号

『ダライ・ラマ子どもと語る』 

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？ 

『お父さんが教える13歳からの金融入門』 『なるほど日本地理』 『地球温暖化は解決できるのか』 『生命の始まりを探して僕は生物学者になった』 『歌舞伎一年生』 


	9月

