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本好きの人もそうでない人もこんにちは。

緑が丘図書館公式ゆるキャラのうさおです。

みんなに図書館のことをお伝えするのが

僕の使命です。

図書館にある新刊情報などをゆるっと

ご紹介します。

-1-



ゆるっと新刊情報
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８月から9月に新しく図書館に入った本だよ!!

たくさんあるので図書館に来て読んでみてね♪

タイトル 著者 出版社 請求記号

しくじりから学ぶ13歳からのスマホルー
ル

島袋コウ／著 旬報社 007.3/ｼﾏ/

もっとある!学校図書館の司書が選ぶ小
中高生におすすめの本220 (なるには
BOOKS 別巻)

東京・学校図書館スタ
ンプラリー実行委員会
／編著

ぺりかん社 019.5/ﾓﾂ/

現代用語の基礎知識学習版 2020-
2021

現代用語検定協会／
監修

自由国民社 031/ｹﾞ/20

ミュージアムを知ろう (なるにはBOOKS 
別巻)

横山佐紀／著 ぺりかん社 069/ﾖｺ/

死について考える本
メリー=エレン・ウィル
コックス／作

あかね書房 114/ｳ/

友だちってなんだろう? 齋藤孝／著 誠文堂新光社 158/ｻｲ/

10代の「めんどい」が楽になる本 内田和俊／著 KADOKAWA 159/ｳ/

本当の「頭のよさ」ってなんだろう? 齋藤孝／著 誠文堂新光社 159.7/ｻｲ/

「おいしい人生」を生きるための授業 出口治明／著 PHP研究所 159.7/ﾃﾞｸﾞ/

禅ってなんだろう? (中学生の質問箱) 石井清純／著 平凡社 188.8/ｲｼ/

夏休みの自由研究のテーマにしたい
「税」の話 (別冊税務弘報)

別冊税務弘報編集部
／編

中央経済社 345/ﾅﾂ/

あなたを閉じこめる「ずるい言葉」 森山至貴／著 WAVE出版 361.4/ﾓﾘ/

21世紀の新しい職業図鑑 武井一巳／著 秀和システム 366.2/ﾀｹ/

好きな人に触れたくなるのは、どうして? サビーネ・レミレ／文 晶文社 367.9/ﾚﾐ/

福祉業界で働く (なるにはBOOKS 補巻
24)

戸田恭子／著 ぺりかん社 369.1/ﾄﾀﾞ/

教育業界で働く (なるにはBOOKS 補巻
25)

三井綾子／著 ぺりかん社 370/ﾐﾂ/
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タイトル 著者 出版社 請求記号

カッパ先生のひとりごと (千葉日報新書) かわかみじゅん著
千葉日報社 (印
刷)

374.4/ｶﾜ/

一人で思う、二人で語る、みんなで考える
(岩波ジュニア新書 921)

追手門学院大学成熟社
会研究所／編

岩波書店 375/ﾋﾄ/

部活魂!この文化部がすごい (ちくまプリ
マー新書 352)

読売中高生新聞編集室
／著

筑摩書房 375.1/ﾌﾞｶ/

できちゃいました!フツーの学校 (岩波ジュ
ニア新書 922)

富士晴英とゆかいな仲
間たち／著

岩波書店 376.4/ﾌｼﾞ/

環境学部 (なるにはBOOKS) 大岳美帆／著 ぺりかん社 376.8/ｵｵ/

首都圏中学受験案内 2021年度用
晶文社学校案内編集部
／編集

晶文社 376.8/ｼﾕ/21

首都圏高校受験案内 2021年度用
晶文社学校案内編集部
／編集

晶文社 376.8/ｼﾕ/21

大学受験案内 2021年度用
晶文社学校案内編集部
／編集

晶文社
376.8/ﾀﾞｲ
/21

千葉県高校受験案内 2021年度用
声の教育社編集部／編
集

声の教育社
376.8/ﾁﾊﾞ
/21

不登校・中退生のための進路相談室 2021 学びリンク 376.8/ﾌﾄ/21

特別支援学校教諭になるには (なるには
BOOKS 66)

松矢勝宏／編著 ぺりかん社 378/ﾄｸ/

なぜ学ぶのか 板倉聖宣／著 仮説社 404/ｲﾀ/

魔法の科学実験図鑑 市岡元気／著 宝島社 407/ｲﾁ/

人物でよみとく物理 田中幸／著 朝日学生新聞社 420.2/ﾀﾅ/

みんなに話したくなる感染症のはなし
(14歳の世渡り術)

仲野徹／著 河出書房新社 493/ﾅ/

気候変動の時代を生きる 永田佳之／編著 山川出版社 519/ﾅｶﾞ/

レオナルド・ダ・ヴィンチ (ちくまプリマー新
書 350)

池上英洋／著 筑摩書房 702.3/ｲｹ/

美術館って、おもしろい! モラヴィア美術館／著 河出書房新社 706/ﾋﾞ/
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タイトル 著者 出版社 請求記号

中学生・高校生に贈る古代オリンピックへ
の旅

長田享一／著 悠光堂 780.6/ﾅｶﾞ/

12歳からはじめるゼロからのC言語ゲー
ムプログラミング教室

リブロワークス／著 ラトルズ 798.5/ｼﾞﾕ/

世界魔法道具の大図鑑 バッカラリオ／文 西村書店 902.3/ﾊﾞﾂ/

蕎麦湯が来ない せきしろ／著 マガジンハウス 911.3/ｾｷ/

咎人の刻印 [2] (小学館文庫 Cあ6-2) 蒼月海里／著 小学館 913.6/ｱｵ/2

水晶庭園の少年たち [3] (集英社文庫
あ84-3)

蒼月海里／著 集英社 913.6/ｱｵ/3

水晶庭園の少年たち [4] (集英社文庫
あ84-4)

蒼月海里／著 集英社 913.6/ｱｵ/4

空想クラブ 逸木裕／著 KADOKAWA 913.6/ｲﾂ/

七つの魔剣が支配する 6 (電撃文庫
3665)

宇野朴人／[著] KADOKAWA 913.6/ｳﾉ/6

Re:スタート!転生新選組 2 (電撃文庫
3682)

春日みかげ／[著] KADOKAWA 913.6/ｶｽ/2

創約とある魔術の禁書目録(インデックス) 
2 (電撃文庫 3663)

鎌池和馬／[著] KADOKAWA 913.6/ｶﾏ/2

とある魔術の禁書目録(インデックス)外典
書庫 2 (電撃文庫 3675)

鎌池和馬／[著] KADOKAWA 913.6/ｶﾏ/2

ホーンテッド・キャンパス [17] (角川ホ
ラー文庫 く5-17)

櫛木理宇／[著] KADOKAWA 913.6/ｸｼ/17

5分で読書 (カドカワ読書タイム) カドカワ読書タイム／編 KADOKAWA 913/ｺﾞ/

恋とポテトと夏休み (Eバーガー 1) 神戸遙真／著 講談社 913.6/ｺｳ/

恋とポテトと文化祭 (Eバーガー 2) 神戸遙真／著 講談社 913.6/ｺｳ/

恋とポテトとクリスマス (Eバーガー 3) 神戸遙真／著 講談社 913.6/ｺｳ/

ひきこまり吸血姫の悶々 2 (GA文庫 こ-
05-02)

小林湖底／著 SBクリエイティブ913.6/ｺﾊﾞ/2
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タイトル 著者 出版社 請求記号

ハジメテヒラク こまつあやこ／著 講談社 913/ｺ/

サード・プレイス (フレーベル館文学の森) ささきあり／作 フレーベル館 913/ｻ/

世界とキレル 佐藤まどか／著 あすなろ書房 913/ｻ/

うちの執事が言うことには EX (角川文庫
た73-16)

高里椎奈／[著] KADOKAWA 913.6/ﾀｶ/

うちの執事に願ったならば 9 (角川文庫
た73-19)

高里椎奈／[著] KADOKAWA 913.6/ﾀｶ/9

いいからしばらく黙ってろ! 竹宮ゆゆこ／著 KADOKAWA 913.6/ﾀｹ/

空白の絵本 司修／著 鳥影社 913/ﾂ/

ワタシゴト 中澤晶子／作 汐文社 913/ﾅ/

陰陽師と無慈悲なあやかし (小学館文庫
Cな3-3)

中村ふみ／著 小学館 913.6/ﾅｶ/

陰陽師と綺羅のあやかし (小学館文庫 C
な3-4)

中村ふみ／著 小学館 913.6/ﾅｶ/

薬屋のひとりごと [1] (ヒーロー文庫) 日向夏／[著] 主婦の友社 913.6/ﾋﾕ/1

薬屋のひとりごと 2 (ヒーロー文庫) 日向夏／[著] 主婦の友社 913.6/ﾋﾕ/2

薬屋のひとりごと 3 (ヒーロー文庫) 日向夏／[著] 主婦の友社 913.6/ﾋﾕ/3

薬屋のひとりごと 4 (ヒーロー文庫) 日向夏／[著] 主婦の友社 913.6/ﾋﾕ/4

薬屋のひとりごと 5 (ヒーロー文庫) 日向夏／[著] 主婦の友社 913.6/ﾋﾕ/5

薬屋のひとりごと 6 (ヒーロー文庫) 日向夏／[著] 主婦の友社 913.6/ﾋﾕ/6

薬屋のひとりごと 7 (ヒーロー文庫) 日向夏／[著] 主婦の友社 913.6/ﾋﾕ/7

薬屋のひとりごと 8 (ヒーロー文庫) 日向夏／[著]
主婦の友インフォ
ス

913.6/ﾋﾕ/8
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タイトル 著者 出版社 請求記号

火狩りの王 4 日向理恵子／作 ほるぷ出版 913/ﾋ/4

最後の晩ごはん [14] (角川文庫ふ30-
14)

椹野道流／[著] KADOKAWA 913.6/ﾌｼ/14

保健室経由、かねやま本館。 2 松素めぐり／著 講談社 913/ﾏ/2

水族館ガール 5 (実業之日本社文庫も
4-5)

木宮条太郎／著 実業之日本社 913.6/ﾓｸ/5

水族館ガール 7 (実業之日本社文庫も
4-7)

木宮条太郎／著 実業之日本社 913.6/ﾓｸ/7

魔女と花火と100万円 望月雪絵／作 講談社 913/ﾓ/

団地のコトリ (teens' best selections 
54)

八束澄子／[著] ポプラ社 913/ﾔ/

ばかみたいって言われてもいいよ 3 吉田桃子／著 講談社 913/ﾖ/3

山神よろず相談所 (角川文庫 り3-2) 梨沙／[著] KADOKAWA 913.6/ﾘｻ/

青銅とひまわり (中国少年文学館) 曹文軒／著 樹立社 923/ﾂ/

ハナコの愛したふたつの国 シンシア・カドハタ／作 小学館 933/ｶ/

キャラメル色のわたし (鈴木出版の児童文
学)

シャロン・M.ドレイパー
／作

鈴木出版 933/ﾄﾞ/

ぼくだけのぶちまけ日記 (STAMP 
BOOKS)

スーザン・ニールセン／
作

岩波書店 933/ﾆ/

不気味な叫び (Scream!絶叫コレクショ
ン)

R.L.スタイン／監修 理論社 933/ﾌﾞ/

紙の心 (STAMP BOOKS)
エリーザ・プリチェッリ・
グエッラ／作

岩波書店 973/ﾌﾟ/



図書館を使ってみよう

●利用方法
まず、利用登録をして八千代市立図書館の共通利用券をつくりましょう。

住所が八千代市でなくても八千代市の学校に通っていれば登録できます。

【利用登録に必要なもの】 ※登録は無料です

学生証・保険証など、現住所と本人確認ができるもの

※住所が八千代市でない方は八千代市内の学校に通っていることを

示す学生証が必要です。

◆貸し出し冊数：本・雑誌／15冊まで CD・DVD／各2点まで

◆貸し出し期限：2週間（次に予約がない場合は1回のみ延長OK）

CDやDVDなども市内に所蔵があれば予約して借りられます。

市内の図書館に無い本をリクエストすることもできます。

パスワードを発行すればインターネットから検索・予約・延長なども可能です。
この機会に利用券を作ってどんどん借りてください！

【その他のサービス】

・インターネットが使えます。（1日1回60分まで。）

・コピーサービス（図書館の資料のみコピーができます。私物は

コピーできません。白黒1枚10円）

・学習室、Wifiが使えます（TRC八千代中央図書館、緑が丘図書館）

・八千代市電子図書館

（スマホやタブレットなどで図書館の本が読める無料のサービスです!!

八千代市で所蔵している全ての本を読めるわけでは

ありません）
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図書館タイムライン

八千代市立図書館

Twitterやってます‼

#TRC八千代中央図書館 #緑が丘図書館 ＃勝田台図書館
＃図書館イベント ＃特集展示 ＃いろいろなご案内
#図書館に興味あり ＃気軽にフォローしてね

TRC八千代中央図書館 緑が丘図書館 勝田台図書館

問合せ：緑が丘図書館
ティーンズ担当 [TEL]047-489-4946

八千代市立緑が丘図書館

みんなのおすすめの本をポップにして
ティーンズコーナーに展示してみませんか？
対 象：小・中・高校生
応募用紙：A5サイズまでの用紙(形式は自由)

緑が丘図書館でもご用意しています
応募先：緑が丘図書館3階ティーンズコーナー

「ポップ展覧会 応募ポスト」まで

みんなのポップ、待ってるよ！


