
平成28年11月新着分

タイトル 著者名 出版社 資料コード

詩・物語・絵本

アレグロ・ラガッツァ あさの あつこ／著 朝日新聞出版 ﾃｺ 913.6 ｱｻ 1111285066
★ X-01　1　YA!ENTERTAINMENT あさの あつこ／著　田中 達之／画 講談社 ﾃｺ J913 ｱｻ 1111274821

通りすがりのレイディ　星へ行く船シリーズ 2 新井 素子／著 出版芸術社 ﾃｺ 913.6 ｱﾗ 1111287632
少年Nの長い長い旅　01　YA!ENTERTAINMENT 石川 宏千花／著　岩本 ゼロゴ／画 講談社 ﾃｺ J913 ｲｼ 1111274830
少年Nのいない世界　01　講談社タイガ 石川 宏千花／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ｲｼ 1111287623
空への助走　福蜂工業高校運動部 壁井 ユカコ／著 集英社 ﾃｺ 913.6 ｶﾍ 1111277144

★ セカイの空がみえるまち 工藤 純子／著 講談社 ﾃｺ J913 ｸﾄ 1111278114
この青い空で君をつつもう 瀬名 秀明／著 双葉社 ﾃｺ 913.6 ｾﾅ 1111285093
横濱つんてんらいら 橘 沙羅／著 角川春樹事務所 ﾃｺ 913.6 ﾀﾁ 1111277028

★ スマイリング!　岩熊自転車関口俊太 土橋 章宏／著 中央公論新社 ﾃｺ 913.6 ﾄﾊ 1111285084
桜坂は罪をかかえる　KZ'Deep File 藤本 ひとみ／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ﾌｼ 1111279434
フラダン　Sunnyside Books 古内 一絵／作 小峰書店 ﾃｺ J913 ﾌﾙ 1111274714
ねらわれた王座　カーシア国3部作 ジェニファー・A.ニールセン／作　橋本 恵／訳 ほるぷ出版 ﾃｺ J933 ﾆﾙ 1111274840
アラルエン戦記　9　秘密　上 ジョン・フラナガン／作　入江 真佐子／訳 岩崎書店 ﾃｺ J933 ﾌﾗ 1111283571

ぼくたちが越してきた日からそいつはそこに
ローダ・レヴィーン／文
エドワード・ゴーリー／絵　柴田 元幸／訳

河出書房新社 ﾃｺ E ﾚﾋ 1111274590

タイトル 著者名 出版社 資料コード

英語で書かれた物語

The sleeper and the spindle Neil Gaiman Bloomsbury ﾃｺ E G141 1201042020

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 

『スマイリング!』 『この青い空で君をつつもう』 『横濱つんてんらいら』 『セカイの空がみえるまち』 『空への助走』 『X-01』 



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

★ 新聞力　できる人はこう読んでいる　ちくまプリマー新書 齋藤 孝／著 筑摩書房 ﾃｺ 70 ｻｲ 1111279318
高校倫理の古典でまなぶ哲学トレーニング　1　人間を理解する 直江 清隆／編 岩波書店 ﾃｺ 100 ｺｳ 1111285530
高校倫理の古典でまなぶ哲学トレーニング　2　社会を考える 直江 清隆／編 岩波書店 ﾃｺ 100 ｺｳ 1111285549
自分で考えよう　世界を知るための哲学入門 ペーテル・エクベリ／作　スヴェン・ノードクヴィスト／絵　枇谷 玲子／訳 晶文社 ﾃｺ J130 ｴｸ 1111283704
心理学に興味を持ったあなたへ　大学で学ぶ心理学　改訂版 明星大学心理学科／編 学研プラス ﾃｺ 140 ｼﾝ 1111287866
徳川家が見た戦争　岩波ジュニア新書 徳川 宗英／著 岩波書店 ﾃｺ J319 ﾄｸ 1111274616
憲法と君たち 佐藤 功／著 時事通信出版局 ﾃｺ J323 ｻﾄ 1111283713

★ 誰も知らない世界のことわざ エラ・フランシス・サンダース／著・イラスト　前田 まゆみ／訳 創元社 ﾃｺ 388.8 ｻﾝ 1111283052
★ ノーベル賞でつかむ現代科学　岩波ジュニア新書 小山 慶太／著 岩波書店 ﾃｺ J402 ｺﾔ 1111274625

数学ガイダンス　2016　大学数学への完全ガイド! 数学セミナー編集部／編 日本評論社 ﾃｺ 410.7 ｽｳ 1111280687
脳とからだ　運動,感覚,思考のひみつ　生命ふしぎ図鑑 スティーブ・パーカー／著　デイビッド・ウェスト／絵　井上 貴央／訳 西村書店 ﾃｺ J491 ﾊｶ 1111283491
小児を救った種痘学入門　ジェンナーの贈り物
緒方洪庵記念財団・除痘館記念資料室撰集

加藤 四郎／編著 創元社 ﾃｺ J493 ｶﾄ 1111279013

マンガ西洋美術史　01　「宮廷」を描いた画家 中野 京子／監修 美術出版社 ﾃｺ 723 ﾏﾝ 1111278885
マンガ西洋美術史　02　「宗教・神話」を描いた画家 中野 京子／監修 美術出版社 ﾃｺ 723 ﾏﾝ 1111278894
マンガ西洋美術史　03　「市民社会」を描いた画家 中野 京子／監修 美術出版社 ﾃｺ 723 ﾏﾝ 1111278900

★ マンガでわかる「西洋絵画」の見かた　美術展がもっと愉しくなる! 池上 英洋／監修　まつおか たかこ／イラスト 誠文堂新光社 ﾃｺ 723.05 ﾏﾝ 1111279523
僕らがサッカーボーイズだった　3　日本代表への道 元川 悦子／著 カンゼン ﾃｺ 783.47 ﾓﾄ 1111280730
冒険登山のすすめ　最低限の装備で自然を楽しむ　ちくまプリマー新書 米山 悟／著 筑摩書房 ﾃｺ 786.1 ﾖﾈ 1111279416

※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　2016.12

請求記号

『新聞力』 

★印はおすすめの本だよ。 
きみはどれが面白いと思った？ 

『誰も知らない世界のことわざ』 『ノーベル賞でつかむ現代科学』 『冒険登山のすすめ』 『徳川家が見た戦争』 

ティーンズコーナー・ミニミニ展示 
 

3階エレベーター降りてすぐ、 
ティーンズコーナーＲ１１番書架にて開催中！(2017年2月28日まで) 

『頑張れ！受験生 2016』 

『マンガでわかる 
          「西洋絵画」の見かた』 


	11月未

