
平成29年7月新着分

タイトル 著者名 出版社 資料コード

詩・物語・絵本

17音の青春　五七五で綴る高校生のメッセージ　2017 神奈川大学広報委員会／編 角川文化振興財団 ﾃｺ 911.36 ｼﾕ 1111383960
薫風ただなか あさの あつこ／著 KADOKAWA ﾃｺ 913.6 ｱｻ 1111391416
真夜中のパン屋さん　6　午前5時の朝告鳥　ポプラ文庫 大沼 紀子／[著] ポプラ社 ﾃｺ 913.6 ｵｵ 1111390571
掟上今日子の裏表紙　忘却探偵シリーズ 西尾 維新／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ﾆｼ 1111384986
あなたの隣にいる孤独 樋口 有介／著 文藝春秋 ﾃｺ 913.6 ﾋｸ 1111390910
いつの日か伝説になる　KZ'Deep File 藤本 ひとみ／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ﾌｼ 1111378942
名作転生　1　悪役リメンバー 学研プラス ﾃｺ 913.68 ﾒｲ 1111382524
名作転生　2　脇役ロマンス 学研プラス ﾃｺ 913.68 ﾒｲ 1111382533

★ ガラスの封筒と海と アレックス・シアラー／著 求龍堂 ﾃｺ 933.7 ｼｱ 1111391185
★ 君に太陽を　集英社文庫 ジャンディ・ネルソン／著 集英社 ﾃｺ 933.7 ﾈﾙ 1111390517

炎に恋した少女　SUPER!YA ジェニー・ヴァレンタイン／作 小学館 ﾃｺ J933 ﾊﾚ 1111385947
サバイバーズ　5　果てなき旅 エリン・ハンター／作 小峰書店 ﾃｺ J933 ﾊﾝ 1111385956
ウォーリアーズ　4-3　夜のささやき エリン・ハンター／作 小峰書店 ﾃｺ J933 ﾊﾝ 1111377687
神々と戦士たち　4　聖なるワニの棺 ミシェル・ペイヴァー／著 あすなろ書房 ﾃｺ J933 ﾍｲ 1111380430
EVERYTHING,EVERYTHING　わたしと世界のあいだに ニコラ・ユン／著 静山社 ﾃｺ 933.7 ﾕﾝ 1111385464

★ ちいさな国で ガエル・ファイユ／著 早川書房 ﾃｺ 953.7 ﾌｱ 1111385197
★ 3つ数えて走りだせ エリック・ペッサン／著 あすなろ書房 ﾃｺ J953 ﾍﾂ 1111375978

請求記号

 ティーンズコーナーに新しく入った本 

『薫風ただなか』 

てこぽん大賞投票受付中！ 
ＷＥＢ投票もできるよ！ 
詳しくは愛知県図書館の 
ＨＰを見てネ。 

第６回 

みんなの投票でてこぽん大賞を決めるよ！ 
ノミネートされたＰＯＰはﾃｨｰﾝｽﾞｺｰﾅｰに飾ってあるよ。 

投票しにきてネ。（９月13日まで） 

『掟上今日子の裏表紙』 『あなたの隣にいる孤独』 『ガラスの封筒と海と』 『炎に恋した少女』 『EVERYTHING,EVERYTHING』 『3つ数えて走りだせ』 『ちいさな国で』 



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

★
質問する、問い返す　主体的に学ぶということ
岩波ジュニア新書

名古谷 隆彦／著 岩波書店 ﾃｺ J002 ﾅｺ 1111377640

★
高校図書館デイズ　生徒と司書の本をめぐる語らい
ちくまプリマー新書

成田 康子／著 筑摩書房 ﾃｺ 017 ﾅﾘ 1111382730

★
金原瑞人<監修>による12歳からの読書案内
多感な時期に読みたい100冊

金原 瑞人／監修 すばる舎 ﾃｺ J019 ｶﾈ 1111377542

★
人間はだまされる　フェイクニュースを見分けるには
世界をカエル

三浦 準司／著 理論社 ﾃｺ 070 ﾐｳ 1111387656

1493<入門世界史>　コロンブスからはじまるグローバル社会 チャールズ・C.マン／著 あすなろ書房 ﾃｺ 209.5 ﾏﾝ 1111391229

14歳からのパレスチナ問題
これだけは知っておきたいパレスチナ・イスラエルの120年

奈良本 英佑／著 合同出版 ﾃｺ J227 ﾅﾗ 1111383423

お金ってなんだろう?
あなたと考えたいこれからの経済　中学生の質問箱

長岡 慎介／著 平凡社 ﾃｺ J330 ﾅｶ 1111377551

あなたの明日のために　[2017]　健全育成ハンドブック 全国少年警察ボランティア協会 ﾃｺ J368 ｱﾅ 1111381590

未来の科学者との対話
第15回神奈川大学全国高校生理科・科学論文大賞受賞作品集

神奈川大学広報委員会全国高校生理科・科学論文大賞専門委員会／編 日刊工業新聞社 ﾃｺ 375.42 ﾐﾗ 1111383970

★ 中学生になったら　岩波ジュニア新書 宮下 聡／著 岩波書店 ﾃｺ J376 ﾐﾔ 1111377650
公立高等学校ガイドブック　2017 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 1111392781
理学部・理工学部　なるにはBOOKS 佐藤 成美／著 ぺりかん社 ﾃｺ 376.8 ｻﾄ 1111383227
部活で吹奏楽トランペット上達BOOK　コツがわかる本 佛坂 咲千生／監修 メイツ出版 ﾃｺ 763.63 ﾌｶ 1111378923
部活で吹奏楽クラリネット上達BOOK　コツがわかる本 加藤 純子／監修 メイツ出版 ﾃｺ 763.73 ﾌｶ 1111387932
部活で差がつく!勝つバドミントン最強のコツ50　コツがわかる本 名倉 康弘／監修 メイツ出版 ﾃｺ 783.59 ﾌｶ 1111391130
13歳から身につける一生モノの文章術 近藤 勝重／著 大和出版 ﾃｺ 816 ｺﾝ 1111391158

※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　2017.8

請求記号

『人間はだまされる』 

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？ 

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14日～9月13日 

燃えよ、青春！ 部活特集 
 

『質問する、問い返す』 『1493<入門世界史>』 『高校図書館デイズ』 『お金ってなんだろう?』 


	7月

