
平成28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

燦　8　鷹の刃　文春文庫 あさの あつこ／著 文藝春秋 ﾃｺ 913.6 ｱｻ 1111271570
星へ行く船　星へ行く船シリーズ 新井 素子／著 出版芸術社 ﾃｺ 913.6 ｱﾗ 1111270045

★ ラーメンにシャンデリア 風 カオル／著 小学館 ﾃｺ 913.6 ｶｾ 1111273771
わたしがここにいる理由 片川 優子／作 岩崎書店 ﾃｺ J913 ｶﾀ 1111271211
利き蜜師物語 銀蜂の目覚め 小林 栗奈／著 産業編集センター ﾃｺ 913.6 ｺﾊ 1111267649
明るい夜に出かけて 佐藤 多佳子／著 新潮社 ﾃｺ 913.6 ｻﾄ 1111270321
リジェクション　心臓と死体と時速200km 佐藤 まどか／著 講談社 ﾃｺ J913 ｻﾄ 1111268744

★ E高生の奇妙な日常 田丸 雅智／著 角川春樹事務所 ﾃｺ 913.6 ﾀﾏ 1111264647
私のスポットライト　teens' best selections 林 真理子／著 ポプラ社 ﾃｺ J913 ﾊﾔ 1111265626

★ 分かれ道ノストラダムス 深緑 野分／著 双葉社 ﾃｺ 913.6 ﾌｶ 1111273181
★ 教室の灯りは謎の色 水生 大海／著 KADOKAWA ﾃｺ 913.6 ﾐｽ 1111260998

夜露姫 みなと 菫／著 講談社 ﾃｺ J913 ﾐﾅ 1111268735
いい人ランキング 吉野 万理子／著 あすなろ書房 ﾃｺ J913 ﾖｼ 1111262437

★ 堆塵館　アイアマンガー三部作 エドワード・ケアリー／著　古屋 美登里／訳 東京創元社 ﾃｺ 933.7 ｹｱ 1111276844
モンスーンの贈りもの　鈴木出版の児童文学 ミタリ・パーキンス／作　永瀬 比奈／訳 鈴木出版 ﾃｺ J933 ﾊｷ 1111263505
ロアルド・ダールコレクション　別巻3　ダールのおいしい!?レストラン ロアルド・ダール／著 評論社 ﾃｺ J938 ﾀﾙ 1111265644
飛び込み台の女王　STAMP BOOKS マルティナ・ヴィルトナー／作　森川 弘子／訳 岩波書店 ﾃｺ J943 ﾋﾙ 1111271285

タイトル 著者名 出版社 資料コード

英語で書かれた物語

Most dangerous :
Daniel Ellsberg and the secret history of the Vietnam War

Steve Sheinkin Roaring Brook Press ﾃｺ J223 S543 1201041963

Symphony for the city of the dead :
Dmitri Shostakovich and the siege of Leningrad

M. T. Anderson Candlewick Press ﾃｺ J762 A548 1201041972

The lie tree Frances Hardinge Macmillan ﾃｺ J933 H264 1201041810
The sacred lies of Minnow Bly Stephanie Oakes Dial Books ﾃｺ J933 O11 1201041927
Echo Pam Munoz Ryan Scholastic Press ﾃｺ J933 R989 1201041865
The hired girl Laura Amy Schlitz Candlewick Press ﾃｺ J933 S344 1201041945
Challenger Deep Neal Shusterman HarperTeen ﾃｺ J933 S562 1201041918

※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。

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

★ 超訳哲学者図鑑 富増 章成／著 かんき出版 ﾃｺ 102 ﾄﾏ 1111267587
レジリエンス入門　折れない心のつくり方　ちくまプリマー新書 内田 和俊／著 筑摩書房 ﾃｺ 159.7 ｳﾁ 1111264843
ハッブル　宇宙を広げた男　岩波ジュニア新書 家 正則／著 岩波書店 ﾃｺ J289 ﾊﾂ 1111258962
ヤングアダルトの本　「18歳からの選挙権」2000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 310.31 ﾔﾝ 1111269830

★ 話したくなる世界の選挙　世界の選挙をのぞいてみよう コンデックス情報研究所／編集 清水書院 ﾃｺ J314 ﾊﾅ 1111258908
眠れなくなる宇宙のはなし　増補改訂版 佐藤 勝彦／著 宝島社 ﾃｺ 440.2 ｻﾄ 1111270920
臨床検査技師の一日　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 ﾘﾝ 1111274797
ラブ・ボート　ある森の少女のおはなし あらい もえみ／え&ぶん　かわ こうせい、秋山 晶／監修 ライトパブリシテイ ﾃｺ 726.6 ｱﾗ 1111269483
まったき動物園 エドワード・ゴーリー／著　柴田 元幸／訳 河出書房新社 ﾃｺ 726.6 ｺﾘ 1111265920
ウエスト・ウイング エドワード・ゴーリー／著 河出書房新社 ﾃｺ 726.6 ｺﾘ 1111265930
ギャシュリークラムのちびっ子たち エドワード・ゴーリー／著　柴田 元幸／訳 河出書房新社 ﾃｺ 726.6 ｺﾘ 1111262642

★ ギュスターヴくん　MOEのえほん ヒグチ ユウコ／著　今井 昌代／ぬいぐるみ制作 白泉社 ﾃｺ 726.6 ﾋｸ 1111269975
中学生ブラバン天国　オザワ部長のあるある吹部訪問 オザワ部長／著 学研プラス ﾃｺ 764.6 ｵｻ 1111260684

★ 学校では教えてくれないゆかいな日本語　14歳の世渡り術 今野 真二／著　丸山 誠司／イラスト 河出書房新社 ﾃｺ J810 ｺﾝ 1111259010

愛知県図書館　３階　ティーンズコーナー　2016.11

請求記号

『超訳哲学者図鑑』 

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？ 

『堆塵館』 

    
  ティーンズコーナー・ミニミニ展示 

      『頑張れ！受験生 2016』 開催中！ 
 

    ○まだまだ頑張る！（受験対策の本） 
    ○目標を知る （高校や大学についての本） 
    ○ココロとカラダをリフレッシュ （気分転換できる本） 
    ○受験生応援レシピ（受験生を応援する本）   などを展示しています。 

 
     期間： 2016年11月11日（金）～2017年2月28日（火） 
     場所： 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 

『話したくなる世界の選挙』 『学校では教えてくれない 
                 ゆかいな日本語』 

『ギュスターヴくん』 『ラーメンにシャンデリア』 


