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タイトル 著者名 出版社 資料コード
詩・物語・絵本

★ I Love Youの訳し方 望月 竜馬／著　ジュリエット・スミス／絵 雷鳥社 ﾃｺ 902.09 ﾓﾁ 1111314239
国語、数学、理科、漂流 青柳 碧人／著 文藝春秋 ﾃｺ 913.6 ｱｵ 1111314462
車夫　2　幸せのかっぱ　Sunnyside Books いとう みく／作 小峰書店 ﾃｺ J913 ｲﾄ 1111303576
「守り人」のすべて　「守り人」シリーズ完全ガイド　増補改訂版 上橋 菜穂子／著　二木 真希子、佐竹 美保／絵 偕成社 ﾃｺ 913.6 ｳｴ 1111311415

★ 七月に流れる花 MYSTERY LAND 恩田 陸／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ｵﾝ 1111314918
★ 八月は冷たい城　MYSTERY LAND 恩田 陸／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ｵﾝ 1111314927

GOSICK GREEN 桜庭 一樹／著 KADOKAWA ﾃｺ 913.6 ｻｸ 1111305507
14歳　YA!ENTERTAINMENT　YA!アンソロジー 小林 深雪、みうら かれん、安田 夏菜／著 講談社 ﾃｺ J913 ｼﾕ 1111299858
よるのばけもの 住野 よる／著 双葉社 ﾃｺ 913.6 ｽﾐ 1111310688
葉桜と魔笛　乙女の本棚 太宰 治／著　紗久楽 さわ／絵 立東舎 ﾃｺ 913.6 ﾀｻ 1111314720
女生徒　乙女の本棚 太宰 治／著　今井 キラ／絵 立東舎 ﾃｺ 913.6 ﾀｻ 1111301867
きみのためにはだれも泣かない　teens' best selections 梨屋 アリエ／著 ポプラ社 ﾃｺ J913 ﾅｼ 1111312468
猫町　散文詩風な小説　乙女の本棚 萩原 朔太郎／著　しきみ／絵 立東舎 ﾃｺ 913.6 ﾊｷ 1111301876
都会(まち)のトム&ソーヤ　14上　夢幻　上巻
YA!ENTERTAINMENT

はやみね かおる／著 講談社 ﾃｺ J913 ﾊﾔ 1111303530

人魚姫の椅子 森 晶麿／著 早川書房 ﾃｺ 913.6 ﾓﾘ 1111310875
わたしはイザベル　STAMP BOOKS エイミー・ウィッティング／作　井上 里／訳 岩波書店 ﾃｺ J933 ｳｲ 1111299910
少年弁護士セオの事件簿　6　仮面スキャンダル ジョン・グリシャム／作　石崎 洋司／訳 岩崎書店 ﾃｺ J933 ｸﾘ 1111306934
僕の心がずっと求めていた最高に素晴らしいこと ジェニファー・ニーヴン／著　石崎 比呂美／訳 辰巳出版 ﾃｺ 933.7 ﾆﾌ 1111305857

★ ドラゴンの塔　上　魔女の娘 ナオミ・ノヴィク／著　那波 かおり／訳 静山社 ﾃｺ 933.7 ﾉﾋ 1111310900
★ ドラゴンの塔　下　森の秘密 ナオミ・ノヴィク／著　那波 かおり／訳 静山社 ﾃｺ 933.7 ﾉﾋ 1111310919

神々と戦士たち　3　ケフティウの呪文 ミシェル・ペイヴァー／著　中谷 友紀子／訳 あすなろ書房 ﾃｺ J933 ﾍｲ 1111303745
七王国の騎士　氷と炎の歌 ジョージ・R.R.マーティン／著　酒井 昭伸／訳 早川書房 ﾃｺ 933.7 ﾏﾃ 1111314972
オリンポスの神々と7人の英雄　外伝　ヘルメスの杖
パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々 シーズン2

リック・リオーダン／作　金原 瑞人、小林 みき／訳 ほるぷ出版 ﾃｺ J933 ﾘｵ 1111303692

美女と野獣　オリジナル版 ガブリエル=シュザンヌ・ド・ヴィルヌーヴ／著　藤原 真実／訳 白水社 ﾃｺ 953.6 ﾋﾙ 1111311228
ヨーレのクマー 宮部 みゆき／作　佐竹 美保／絵 KADOKAWA ﾃｺ E ﾐﾔ 1111300019

請求記号

 ティーンズコーナーに新しく入った本 

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 
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タイトル 著者名 出版社 資料コード
英語で書かれた物語
A song for Ella Grey David Almond Hodder Children's Books ﾃｺ 933.7 A452 1201042245
One Sarah Crossan Bloomsbury ﾃｺ 933.7 C951 1201042236
Andi unstoppable : an Andi Boggs novel Amanda Flower Zonderkidz ﾃｺ 933.7 F644 1201042209
Andi unexpected : an Andi Boggs novel Amanda Flower Zonderkidz ﾃｺ 933.7 F644 1201042227
Andi under pressure : an Andi Boggs novel Amanda Flower Zonderkidz ﾃｺ 933.7 F644 1201042218
A madness so discreet Mindy McGinnis Katherine Tegen Books ﾃｺ 933.7 M145 1201042183
Bone Gap Laura Ruby Balzer　+　Bray ﾃｺ 933.7 R897 1201042192
The Wild Beyond Piers Torday Quercus ﾃｺ 933.7 T677 1201042254

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

★
読んじゃいなよ!　岩波新書 新赤版
明治学院大学国際学部高橋源一郎ゼミで岩波新書をよむ

高橋 源一郎／編 岩波書店 ﾃｺ 019.2 ﾖﾝ 1111305329

★ 河江肖剰の最新ピラミッド入門　NATIONAL GEOGRAPHIC 河江 肖剰／著 日経ナショナルジオグラフィック社 ﾃｺ 242.03 ｶﾜ 1111314551
★ くらべる東西 おかべ たかし／文　山出 高士／写真 東京書籍 ﾃｺ 361.42 ｵｶ 1111313877

感染症医が教える性の話　ちくまプリマー新書 岩田 健太郎／著 筑摩書房 ﾃｺ 367.9 ｲﾜ 1111306237
介護のススメ!　希望と創造の老人ケア入門　ちくまプリマー新書 三好 春樹／著 筑摩書房 ﾃｺ 369.26 ﾐﾖ 1111306246
いじめのある世界に生きる君たちへ
いじめられっ子だった精神科医の贈る言葉

中井 久夫／著 中央公論新社 ﾃｺ J371 ﾅｶ 1111312421

★ 上手な脳の使いかた　岩波ジュニア新書 岩田 誠／著 岩波書店 ﾃｺ J491 ｲﾜ 1111300046
★ 宇宙を仕事にしよう!　14歳の世渡り術 村沢 譲／著 河出書房新社 ﾃｺ J538 ﾑﾗ 1111300055

白い犬　White Dog 梅 佳代／著 新潮社 ﾃｺ 748 ｳﾒ 1111318130
いちばん親切な楽譜の読み方 轟 千尋／著 新星出版社 ﾃｺ 761.2 ﾄﾄ 1111305777
吹部ノート　2　全日本吹奏楽コンクールへと綴られた想い
ひたむきな高校生の成長を追いかける

オザワ部長／著 ベストセラーズ ﾃｺ 764.6 ｵｻ 1111302096

※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。
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★印はおすすめの本だよ。 
きみはどれが面白いと思った？ 

『七月に流れる花』 『河江肖剰の最新ピラミッド入門』 『くらべる東西』 『宇宙を仕事にしよう!』 『上手な脳の使いかた』 『ドラゴンの塔 上』 
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