
平成31年3月新着分

タイトル 著者名 出版社 資料コード

詩・物語・絵本

早朝始発の殺風景 青崎 有吾／著 集英社 ﾃｺ 913.6 ｱｵ 1111613597
★ 不死鳥少年　アンディ・タケシの東京大空襲 石田 衣良／著 毎日新聞出版 ﾃｺ 913.6 ｲｼ 1111321525

少年Nのいない世界　2　講談社タイガ 石川 宏千花／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ｲｼ 1111613238
少年Nのいない世界　3　講談社タイガ 石川 宏千花／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ｲｼ 1111613247
少年Nのいない世界　4　講談社タイガ 石川 宏千花／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ｲｼ 1111613256
少年Nのいない世界　5　講談社タイガ 石川 宏千花／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ｲｼ 1111613265
外科室　乙女の本棚 泉 鏡花／著 立東舎 ﾃｺ 913.6 ｲｽ 1111613579

★ 天使のにもつ いとう みく／著 童心社 ﾃｺ J913 ｲﾄ 1111617380
SFショートストーリー傑作セレクション
異次元篇　次元を駈ける恋/潮の匂い 日下 三蔵／編 汐文社 ﾃｺ J913 ｴｽ 1111610853

カブキブ!　6　角川文庫 榎田 ユウリ／著 KADOKAWA ﾃｺ 913.6 ｴﾀ 1111613210
カブキブ!　7　角川文庫 榎田 ユウリ／著 KADOKAWA ﾃｺ 913.6 ｴﾀ 1111613229

★ つくられた心　teens' best selections 佐藤 まどか／作 ポプラ社 ﾃｺ J913 ｻﾄ 1111617390
邪馬台戦記　2　狗奴王の野望 東郷 隆／作 静山社 ﾃｺ J913 ﾄｳ 1111604453

★ 神の島のこどもたち 中脇 初枝／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ﾅｶ 1111613677
夢十夜　乙女の本棚 夏目 漱石／著 立東舎 ﾃｺ 913.6 ﾅﾂ 1111613560
混物語　講談社BOX 西尾 維新／著 講談社 ﾃｺ 913.6 ﾆｼ 1111621516
ペンギンは空を見上げる　ミステリ・フロンティア 八重野 統摩／著 東京創元社 ﾃｺ 913.6 ﾔｴ 1111604945
ナイスキャッチ!　5 横沢 彰／作 新日本出版社 ﾃｺ J913 ﾖｺ 1111604542
メアリ・ポピンズ トラバース／作 朝日出版社 ﾃｺ 933.7 ﾄﾗ 1111603204

★ おやすみの歌が消えて リアノン・ネイヴィン／著 集英社 ﾃｺ 933.7 ﾈｲ 1111613603
★ ぼくにだけ見えるジェシカ アンドリュー・ノリス／作 徳間書店 ﾃｺ J933 ﾉﾘ 1111613031
★ カッコーの歌 フランシス・ハーディング／著 東京創元社 ﾃｺ 933.7 ﾊﾃ 1111613686

不思議の国の少女たち　創元推理文庫 ショーニン・マグワイア／著 東京創元社 ﾃｺ 933.7 ﾏｸ 1111605094
トランクの中に行った双子　創元推理文庫 ショーニン・マグワイア／著 東京創元社 ﾃｺ 933.7 ﾏｸ 1111613550
ヤング・シャーロック・ホームズ　vol.5　蛇の毒牙 アンドリュー・レーン／著 静山社 ﾃｺ J933 ﾚﾝ 1111617362

★ 世界の真ん中の木 二木 真希子／著 復刊ドットコム ﾃｺ 726.6 ﾌﾀ 1111603367

請求記号

 ティーンズコーナーに新しく入った本 

『不死鳥少年』 『天使のにもつ』 『つくられた心』 『神の島のこどもたち』 『メアリ・ポピンズ』 『おやすみの歌が消えて』 『ぼくにだけ見えるジェシカ』 『カッコーの歌』 



タイトル 著者名 出版社 資料コード
英語で書かれた物語
What girls are made of text by Elana K. Arnold. Carolrhoda Lab ﾃｺ J933 A752 1201043449
Far from the Tree Text by Robin Benway. Simon & Schuster ﾃｺ 933.7 B479 1201043387
Sydney Mackenzie Knocks ‘Em Dead　paperback ed. by Cindy Callaghan Aladdin ﾃｺ 933.7 C156 1201043396
Wed Wabbit 　paperback ed. Lissa Evans. David Fickling Books ﾃｺ 933.7 E92 1201043411
We Are Okay by  Nina LaCour.　 Dutton Books ﾃｺ 933.7 L145 1201043350
Where the World Ends Geraldine McCaughrean.　 Usborne ﾃｺ 933.7 M123 1201043402
Long Way Down　New UK edition text by Jason Reynolds Faber & Faber ﾃｺ J933 R462 1201043430
The Explorer　paperback ed. by Katherine Rundell，illustrated by Hannah Horn Bloomsbury Publishing ﾃｺ 933.7 R941 1201043420
Dress Codes for Small Towns by Courtney Stevens. Harper Teen ﾃｺ J933 S844 1201043458
Calling My Name by　Liara Tamani. Greenwillow Books ﾃｺ J933 T153 1201043467
Strange the Dreamer　First trade paperback edition. by Laini Taylor Brown and Company ﾃｺ 933.7 T238 1201043369
Beyond the Bright Sea by Lauren Wolk. Puffin Books ﾃｺ 933.7 W862 1201043378

エッセイ・ノンフィクション

ヤングアダルトの本　社会を読み解く4000冊 日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ ﾃｺ 028.09 ﾔﾝ 1111621070
ちくま評論選　高校生のための現代思想エッセンス 岩間 輝生／編 筑摩書房 ﾃｺ 041 ﾁｸ 1111613523

★
その情報はどこから?　ネット時代の情報選別力
ちくまプリマー新書

猪谷 千香／著 筑摩書房 ﾃｺ 070 ｲｶ 1111612384

生命の発達学　自己理解と人生選択のために 秋山 道彦／著 新曜社 ﾃｺ 143 ｱｷ 1111619376
10代のための疲れた心がラクになる本
「敏感すぎる」「傷つきやすい」自分を好きになる方法

長沼 睦雄／著 誠文堂新光社 ﾃｺ 146.8 ﾅｶ 1111612123

★ 情熱でたどるスペイン史　岩波ジュニア新書 池上 俊一／著 岩波書店 ﾃｺ J236 ｲｹ 1111604382
君たちの日本国憲法 池上 彰／著 ホーム社 ﾃｺ 323.14 ｲｹ 1111620081
北欧式お金と経済がわかる本
12歳から考えたい9つのこと

グンヒル・J.エクルンド／著 翔泳社 ﾃｺ J330 ｴｸ 1111610906

14歳からの資本主義
君たちが大人になるころの未来を変えるために

丸山 俊一／著 大和書房 ﾃｺ 332.06 ﾏﾙ 1111603643

生きものとは何か　世界と自分を知るための生物学
ちくまプリマー新書

本川 達雄／著 筑摩書房 ﾃｺ 460 ﾓﾄ 1111612446

ちくま評論文の読み方
高校生のための現代文ガイダンス

五味渕 典嗣／編 筑摩書房 ﾃｺ 817.5 ﾁｸ 1111617596

※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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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？ 

『We Are Okay』 『The Explorer』 
『その情報は 
     どこから?』 

『情熱でたどる 
       スペイン史』 『世界の真ん中の木』 

『14歳からの 
     資本主義』 
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