
平成28年12月新着分

タイトル 著者名 出版社 資料コード

詩・物語・絵本

★ 渡辺のわたし 斉藤 斎藤／著 港の人 ﾃｺ 911.16 ｻｲ 1111295634
カレンダー・ガール　星へ行く船シリーズ 3 新井 素子／著 出版芸術社 ﾃｺ 913.6 ｱﾗ 1111298799
死神うどんカフェ1号店　別腹編☆
YA!ENTERTAINMENT

石川 宏千花／著 講談社 ﾃｺ J913 ｲｼ 1111291537

★ きみの声を聞かせて 小手鞠 るい／著 偕成社 ﾃｺ J913 ｺﾃ 1111287070
★ 17歳のうた 坂井 希久子／著 文藝春秋 ﾃｺ 913.6 ｻｶ 1111289913
★ 石黒くんに春は来ない 武田 綾乃／著 イースト・プレス ﾃｺ 913.6 ﾀｹ 1111293308

神仙の告白　旅路の果てに　僕僕先生 仁木 英之／著 新潮社 ﾃｺ 913.6 ﾆｷ 1111299016
名もなき風たち　サッカーボーイズU-16 はらだ みずき／著 KADOKAWA ﾃｺ 913.6 ﾊﾗ 1111290048
なりたて中学生　上級編 ひこ・田中／著 講談社 ﾃｺ J913 ﾋｺ 1111291466
ひかり生まれるところ まはら 三桃／著 小学館 ﾃｺ J913 ﾏﾊ 1111291555
いまさら翼といわれても　<古典部>シリーズ 米澤 穂信／著 KADOKAWA ﾃｺ 913.6 ﾖﾈ 1111302452
年月日 閻 連科／著　谷川 毅／訳 白水社 ﾃｺ 923.7 ｲｴ 1111295910
ハリー・ポッターと呪いの子
第一部・第二部　「ハリー・ポッター」シリーズ

J.K.ローリング、ジョン・ティファニー、ジャック・ソーン／著 静山社 ﾃｺ J932 ﾛﾘ 1111294332

スマート　キーラン・ウッズの事件簿　 キム・スレイター／作　武富 博子／訳 評論社 ﾃｺ J933 ｽﾚ 1111294172

キミがくれた希望のかけら　文学の森
セアラ・ムーア・フィッツジェラルド／作
中林 晴美／訳　平澤 朋子／絵

フレーベル館 ﾃｺ J933 ﾌｲ 1111287230

ファウスト
ゲーテ／原作　バルバラ・キンダーマン／再話
クラウス・エンジカート／絵 西村書店 ﾃｺ E ｹﾃ 1111291591

請求記号

 ティーンズコーナーに新しく入った本 

『きみの声を聞かせて』 『石黒くんに春は来ない』 『渡辺のわたし』 『いまさら翼といわれても』 『17歳のうた』 『ひかり生まれるところ』 



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

みんなの道徳解体新書　ちくまプリマー新書 パオロ・マッツァリーノ／著 筑摩書房 ﾃｺ 150 ﾊｵ 1111293326
紛争・対立・暴力　世界の地域から考える
岩波ジュニア新書　<知の航海>シリーズ

西崎 文子、武内 進一／編著 岩波書店 ﾃｺ J310 ﾌﾝ 1111287178

明日の平和をさがす本
戦争と平和を考える絵本からYAまで300

宇野 和美、さくま ゆみこ、土居 安子／編著 岩崎書店 ﾃｺ 319.8 ｱｼ 1111299310

裁判所ってどんなところ?　司法の仕組みがわかる本
ちくまプリマー新書

森 炎／著 筑摩書房 ﾃｺ 327.12 ﾓﾘ 1111293694

★ 娘と話す世界の貧困と格差ってなに? 勝俣 誠／著 現代企画室 ﾃｺ 333.6 ｶﾂ 1111293700
娘と話すメディアってなに?　改訂新版 山中 速人／著 現代企画室 ﾃｺ 361.45 ﾔﾏ 1111293738
公立高等学校ガイドブック　2016 愛知県小中学校長会、愛知県公立高等学校長会／編集 愛知県教育振興会 ﾃｺ A376.4 ｺｳ 1111295616
ゼロから1カ月で受かる大学入試面接のルールブック 神崎 史彦／著 KADOKAWA ﾃｺ 376.8 ｶﾝ 1111290520

★
研究するって面白い!　科学者になった11人の物語
岩波ジュニア新書

伊藤 由佳理／編著 岩波書店 ﾃｺ J402 ｲﾄ 1111287187

★ 誰かに教えたくなる宇宙のひみつ　理系親子になれる超入門 竹内 薫／著 徳間書店 ﾃｺ 440 ﾀｹ 1111296696
★ 昆虫たちの世渡り術　14歳の世渡り術 海野 和男／著 河出書房新社 ﾃｺ J486 ｳﾝ 1111287196

作業療法士の一日　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 J498 ｻｷ 1111303727
期待はずれのドラフト1位
逆境からのそれぞれのリベンジ　岩波ジュニア新書

元永 知宏／著 岩波書店 ﾃｺ J783 ﾓﾄ 1111287202

★ ことわざ生活　こっち篇 あかいわ しゅうご／文　ヨシタケ シンスケ／絵 草思社 ﾃｺ 814.4 ｱｶ 1111298986
★ ことわざ生活　あっち篇 あかいわ しゅうご／文　ヨシタケ シンスケ／絵 草思社 ﾃｺ 814.4 ｱｶ 1111298995

※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　2017.1

請求記号

no.1 

『娘と話す世界の貧困と格差ってなに?』 

★印はおすすめの本だよ。 
きみはどれが面白いと思った？ 

『研究するって面白い!』 『ことわざ生活 こっち篇』 『誰かに教えたくなる宇宙のひみつ』 『昆虫たちの世渡り術』 『ことわざ生活 あっち篇』 

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』 


	12月

