
平成30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

心に風が吹いてくる青春文学アンソロジー 高山 実佐／編 三省堂 ﾃｺ 902.3 ｺｺ 1111546645
愛×数学×短歌 横山 明日希／編著 河出書房新社 ﾃｺ 911.16 ｱｲ 1111550441
17音の青春　2018　五七五で綴る高校生のメッセージ 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 1111547867
くちなし 彩瀬 まる／著 文藝春秋 ﾃｺ 913.6 ｱﾔ 1111546108

★ わたしが少女型ロボットだったころ 石川 宏千花／著 偕成社 ﾃｺ J913 ｲｼ 1111541531
青少年のための小説入門 久保寺 健彦／著 集英社 ﾃｺ 913.6 ｸﾎ 1111553040
奏のフォルテ 黒川 裕子／著 講談社 ﾃｺ J913 ｸﾛ 1111541550

★ ある晴れた夏の朝 小手鞠 るい／著 偕成社 ﾃｺ J913 ｺﾃ 1111538581
ローズさん　フレーベル館文学の森 澤井 美穂／作 フレーベル館 ﾃｺ J913 ｻﾜ 1111544758
絶望キャラメル 島田 雅彦／著 河出書房新社 ﾃｺ 913.6 ｼﾏ 1111554843
君だけのシネマ　わたしたちの本棚 高田 由紀子／作 PHP研究所 ﾃｺ J913 ﾀｶ 1111541756
宵物語　講談社BOX 西尾 維新／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ﾆｼ 1111554852
悲球伝　講談社ノベルス 西尾 維新／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ﾆｼ 1111554727
むすびつき　「しゃばけ」シリーズ 畠中 恵／著 新潮社 ﾃｺ 913.6 ﾊﾀ 1111540104

★ ブロードキャスト 湊 かなえ／著 KADOKAWA ﾃｺ 913.6 ﾐﾅ 1111552910
龍にたずねよ みなと 菫／著 講談社 ﾃｺ J913 ﾐﾅ 1111541540
ナイスキャッチ!　3 横沢 彰／作 新日本出版社 ﾃｺ J913 ﾖｺ 1111544794
南西の風やや強く 吉野 万理子／著 あすなろ書房 ﾃｺ J913 ﾖｼ 1111541522
あの頃、君を追いかけた 九把刀／著 講談社 ﾃｺ 923.7 ｼｳ 1111550307

★ ぼくがスカートをはく日 エイミ・ポロンスキー／著 学研プラス ﾃｺ J933 ﾎﾛ 1111547464
失敬な招喚 エドワード・ゴーリー／著 河出書房新社 ﾃｺ 726.6 ｺﾘ 1111550808

※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 

『失敬な招喚』 『愛×数学×短歌』 『わたしが少女型 
   ロボットだったころ』 

『奏のフォルテ』 『ぼくがスカートをはく日』 『絶望キャラメル』 『ブロードキャスト』 『ある晴れた夏の朝』 



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

★ 学ぶということ　ちくまプリマー新書 内田 樹／著 筑摩書房 ﾃｺ 002 ﾏﾅ 1111546897

★ あなただけの人生をどう生きるか
若い人たちに遺した言葉　ちくまプリマー新書

渡辺 和子／著 筑摩書房 ﾃｺ 198 ﾜﾀ 1111546959

★ 10代に語る平成史　岩波ジュニア新書 後藤 謙次／著 岩波書店 ﾃｺ J210 ｺﾄ 1111543984
アンネ・フランクに会いに行く　岩波ジュニア新書 谷口 長世／著 岩波書店 ﾃｺ J289 ﾌﾗ 1111541710
核兵器はなくせる　岩波ジュニア新書 川崎 哲／著 岩波書店 ﾃｺ J319 ｶﾜ 1111541729

★ くらべる日本　東西南北 おかべ たかし／文 東京書籍 ﾃｺ 361.42 ｵｶ 1111544328
13歳からの研究倫理
知っておこう!科学の世界のルール

大橋 淳史／著 化学同人 ﾃｺ 407 ｵｵ 1111551224

気がつけば動物学者三代 今泉 忠明／著 講談社 ﾃｺ J480 ｲﾏ 1111541738

★
先生、脳のなかで自然が叫んでいます!
鳥取環境大学の森の人間動物行動学

小林 朋道／著 築地書館 ﾃｺ 481.78 ｺﾊ 1111554235

義肢装具士の一日
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 ｷｼ 1111554502

一球入魂!一音入魂!
甲子園に響け!熱援ブラバン・ダイアリー

オザワ部長／著 学研プラス ﾃｺ 764.6 ｵｻ 1111543518

人生を変えるアニメ　14歳の世渡り術 河出書房新社／編 河出書房新社 ﾃｺ J778 ｼﾝ 1111551805
ナトセンおすすめYA映画館 名取 弘文／著 子どもの未来社 ﾃｺ 778.2 ﾅﾄ 1111544005
僕らがサッカーボーイズだった頃　4　夢への挑戦 元川 悦子／著 カンゼン ﾃｺ 783.47 ﾓﾄ 1111546350

愛知県図書館　３階　ティーンズコーナー　2018.10

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？ 

『13歳からの研究倫理』 『人生を変えるアニメ』 『くらべる日本 東西南北』 『ナトセンおすすめ 
  YA映画館』 

『気がつけば  
動物学者三代』 

『10代に語る平成史』 『あなただけの人生を 

 どう生きるか』 


