
平成29年9月新着分

タイトル 著者名 出版社 資料コード

詩・物語・絵本

彩菊あやかし算法帖　2　からくり寺の怪 青柳 碧人／著 実業之日本社 ﾃｺ 913.6 ｱｵ 1111411742
少年Nの長い長い旅　3　YA!ENTERTAINMENT 石川 宏千花／[著] 講談社 ﾃｺ J913 ｲｼ 1111405665
少女は夜を綴らない 逸木 裕／著 KADOKAWA ﾃｺ 913.6 ｲﾂ 1111401316
病弱探偵　謎は彼女の特効薬 岡崎 琢磨／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ｵｶ 1111401254
マイナス・ヒーロー 落合 由佳／著 講談社 ﾃｺ J913 ｵﾁ 1111400088
青空に飛ぶ 鴻上 尚史／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ｺｳ 1111407481
ぼくらはその日まで 小嶋 陽太郎／著 ポプラ社 ﾃｺ 913.6 ｺｼ 1111407267
望むのは 古谷田 奈月／著 新潮社 ﾃｺ 913.6 ｺﾔ 1111411546

★ 君が夏を走らせる 瀬尾 まいこ／著 新潮社 ﾃｺ 913.6 ｾｵ 1111404588
水晶宮の死神　Victorian Horror Adventures 田中 芳樹／著 東京創元社 ﾃｺ J913 ﾀﾅ 1111402850
恋する熱気球 梨屋 アリエ／著 講談社 ﾃｺ J913 ﾅｼ 1111408095
ジゼルの叫び 雛倉 さりえ／著 新潮社 ﾃｺ 913.6 ﾋﾅ 1111401325

★ 南風(みなみ)吹く 森谷 明子／著 光文社 ﾃｺ 913.6 ﾓﾘ 1111401263
君の知らない方程式　BISビブリオバトル部 山本 弘／[著] 東京創元社 ﾃｺ 913.6 ﾔﾏ 1111411564
からっぽたいくつどようびはまだ
子どもが家族に贈る「ありがとう」短編集

「いつもありがとう」作文コンクール書籍制作委員会／編 幻冬舎メディアコンサルティング ﾃｺ 913.68 ｶﾗ 1111403642

★ 十五歳の戦争　陸軍幼年学校「最後の生徒」　集英社新書 西村 京太郎／著 集英社 ﾃｺ 916 ﾆｼ 1111407490
★ サイモンvs人類平等化計画　STAMP BOOKS ベッキー・アルバータリ／作 岩波書店 ﾃｺ J933 ｱﾙ 1111402897

ぼくとあいつと瀕死の彼女 ジェス・アンドルーズ／著 ポプラ社 ﾃｺ 933.7 ｱﾝ 1111410324
カラヴァル　深紅色の少女 ステファニー・ガーバー／著 キノブックス ﾃｺ 933.7 ｶﾊ 1111411770
ボトルクリーク絶体絶命 ワット・キー／著 あすなろ書房 ﾃｺ J933 ｷ 1111400140
僕には世界がふたつある ニール・シャスタマン／著 集英社 ﾃｺ 933.7 ｼﾔ 1111401620
ただ、見つめていた ジェイムズ・ハウ／作 徳間書店 ﾃｺ J933 ﾊｳ 1111400060

★ もうひとつのWONDER R.J.パラシオ／作 ほるぷ出版 ﾃｺ J933 ﾊﾗ 1111402860
宇宙の生命　青い星の秘密
ホーキング博士のスペース・アドベンチャー

ルーシー・ホーキング／作 岩崎書店 ﾃｺ J933 ﾎｷ 1111400130

恋するぷにちゃん　SUPER!YA ジュリー・マーフィー／作 小学館 ﾃｺ J933 ﾏﾌ 1111400103
★ ウィッシュガール ニッキー・ロフティン／著 作品社 ﾃｺ J933 ﾛﾌ 1111402995

弟は僕のヒーロー ジャコモ・マッツァリオール／著 小学館 ﾃｺ 976 ﾏﾂ 1111407113
★ マーシャの日記　ホロコーストを生きのびた少女 マーシャ・ロリニカイテ／著 新日本出版社 ﾃｺ 985 ﾛﾘ 1111413881

※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

 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

分断された時代を生きる　知のフィールドガイド 東京大学教養学部／編 白水社 ﾃｺ 041 ﾌﾝ 1111404111
★ 歴史に「何を」学ぶのか　ちくまプリマー新書 半藤 一利／著 筑摩書房 ﾃｺ 210 ﾊﾝ 1111407285

夕雲の城　織田信長の東美濃攻略歴史PRマンガ 富加町教育委員会／企画・編集 美濃加茂市 ﾃｺ 215.3 ﾕｳ 1111383906
危機の現場に立つ 中満 泉／著 講談社 ﾃｺ J329 ﾅｶ 1111400112
「いじめ」や「差別」をなくすためにできること
ちくまプリマー新書

香山 リカ／著 筑摩書房 ﾃｺ 371.42 ｶﾔ 1111407697

NLAナキワラ!　第39回(2016)
ぼくのひとこえ たった一つの物語　この思い、伝えたい

ニューライフ・アドベンチャー運動実行委員会／編 ニューライフ・アドベンチャー運動実行委員会 ﾃｺ 376.4 ｴﾇ 1111406537

文学部　なるにはBOOKS 戸田 恭子／著 ぺりかん社 ﾃｺ 376.8 ﾄﾀ 1111412033
社会学部・観光学部　なるにはBOOKS 中村 正人／著 ぺりかん社 ﾃｺ 376.8 ﾅｶ 1111401791
発達障害の子のためのハローワーク 鈴木 慶太／監修 合同出版 ﾃｺ 378 ﾊﾂ 1111402224
世界に通じるマナーとコミュニケーション
つながる心、英語は翼　岩波ジュニア新書

横手 尚子／著 岩波書店 ﾃｺ J385 ﾖｺ 1111402921

科学の最前線を歩く　知のフィールドガイド 東京大学教養学部／編 白水社 ﾃｺ 404 ｶｶ 1111405422
惑星のきほん　ゆかいなイラストですっきりわかる 室井 恭子／著 誠文堂新光社 ﾃｺ 445 ﾑﾛ 1111410629
せつない動物図鑑 ブルック・バーカー／著 ダイヤモンド社 ﾃｺ 480.4 ﾊｶ 1111418743
わたしのクマ研究 小池 伸介／著 さ・え・ら書房 ﾃｺ J489 ｺｲ 1111405718
歯科衛生士の一日　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 ｼｶ 1111415296

★ くらべる値段 おかべ たかし／文 東京書籍 ﾃｺ 675.1 ｵｶ 1111407810
スカートはかなきゃダメですか?　ジャージで学校
世界をカエル

名取 寛人／著 理論社 ﾃｺ 769.91 ﾅﾄ 1111411493

かんたん!おいしい!ジュニアのためのスポーツごはん
栄養満点パワーチャージレシピ

明治／監修 金の星社 ﾃｺ 780.19 ｶﾝ 1111408308

敗北を力に!　甲子園の敗者たち　岩波ジュニア新書 元永 知宏／著 岩波書店 ﾃｺ J783 ﾓﾄ 1111402930
★ なくなりそうな世界のことば 吉岡 乾／著 創元社 ﾃｺ 802 ﾖｼ 1111411519

愛知県図書館　３階　ティーンズコーナー　2017.10

請求記号

★印はおすすめの本だよ。 
きみはどれが 
面白いと思った？ 

『君が夏を走らせる』 『もうひとつのWONDER』 『カラヴァル』 『なくなりそうな世界のことば』 『せつない動物図鑑』 


