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お気に入りの本の

を作ろう！POP
勝田台中学校のみんなにオリジナルPOPを作ってもらったよ！

ステキな作品たちを紹介するね！！

『ずっとずっと、キミとあの夏をおぼえてる。』
朝比奈希夜／著 未所蔵

野球ボールの縫い目まで細かく
描き込まれててすごいぞ！
シンプルだけど爽やかな青春を
感じて好きだな！

『かがみの孤城』
辻村深月／著 913.6/ツジ

イラストがとっても可愛い！
本の表紙を細かく再現してるよ。
実際に本と見比べてみると
ビックリするくらいそっくり！

『凍りのくじら』
辻村深月／著 B/913.6/ﾂｼﾞ

色づかいがすごくキレイで
目を引かれるよ！
不思議な雰囲気で本も
手に取ってみたくなる！

『医者の本音』
中山裕次郎／著 S/490.1/ﾅｶ

文字だけでインパクトのある
POPだぞ！
タイトルは手書きとは思えない
ほど再現されててスゴイ!!

勝田台図書館に作品を
見に来てね！



ゆるっと新刊情報
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４-５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 出版者 請求記号

極(エッセンシャル)アウトプット 樺沢紫苑／著 小学館 002/ｶ/

中高生のための本の読み方 大橋崇行／著 ひつじ書房 019.5/ｵｵ/

ちょさく犬が答える!SNS時代の著作権野田佳邦／著 三恵社 021.2/ﾉﾀﾞ/

相手の身になる練習 鎌田實／著 小学館 159/ｶ/

13歳から分かる!プロフェッショナル
の条件

藤屋伸二／監修 日本図書センター 159.4/ｼﾞﾕ/

池上彰の世界の見方 アメリカ 2 池上彰／著 小学館 302.5/ｲｹ/2

未来をつくるあなたへ 中満泉／著 岩波書店 304/ﾅ/

先生、お金持ちになるにはどうしたら
いいですか?

奥野一成／著 ダイヤモンド社 330/ｵｸ/

中学生から知っておきたい!悪い大人
にお金をだまし取られない全知識

イケダハヤト／著 主婦の友社 330.4/ｲｹ/

武器ではなく命の水をおくりたい
中村哲医師の生き方

宮田律／著 平凡社 333/ﾐ/

1週間で身につく、14歳からの投資 高橋美春／著 ぱる出版 338.1/ﾀｶ/

日本のSDGs 高橋真樹／著 大月書店 333.8/ﾀｶ/

10代からのSDGs 原佐知子／著 大月書店 333.8/ﾊﾗ/

「ハーフ」ってなんだろう? 下地ローレンス吉孝／著 平凡社 361/ｼ/
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タイトル 著者 出版者 請求記号

みんなに好かれなくていい 和田秀樹／著 小学館 361/ﾜ/

親の期待に応えなくていい 鴻上尚史／著 小学館 367/ｺ/

ティーンズ・ボディーブック 北村邦夫／著 中央公論新社 367.9/ｷﾀ/

小学校教諭になるには 森川輝紀／編著 ぺりかん社 374.3/ｼﾖ/

千葉県の専門学校公式ガイドブック
2021

千葉県高等学校教育
研究会進路指導部会

376.7/ﾁﾊﾞ/

千葉県の専門学校公式ガイドブック
2022

千葉県高等学校教育
研究会進路指導部会

376.7/ﾁﾊﾞ/

大学の学科図鑑 石渡嶺司／著 SBクリエイティブ 376.8/ｲｼ/

カンペキ中学受験 2022 朝日新聞出版 376.8/ｶﾝ/22

首都圏中学受験案内 2022年度用
晶文社学校案内編集部／
編集

晶文社 376.8/ｼﾕ/22

首都圏高校受験案内 2022年度用
晶文社学校案内編集部／
編集

晶文社 376.8/ｼﾕ/22

小中高・不登校生の居場所探し
2021～2022年版

学びリンク 376.8/ｼﾖ/21

大学受験がしんどくなったときの
息抜きのヒント

砂川信哉／著 KADOKAWA 376.8/ｽﾅ/

大学受験案内 2022年度用
晶文社学校案内編集部／
編集

晶文社 376.8/ﾀﾞｲ/22

大学図鑑! 2022 オバタカズユキ／監 ダイヤモンド社 376.8/ﾀﾞｲ/22

通信制高校があるじゃん!
2021～2022年版

学びリンク 376.8/ﾂｳ/21

国際学部 三井綾子／著 ぺりかん社 376.8/ﾐﾂ/

大学ランキング 2022年版 朝日新聞出版 377.2/ﾀﾞｲ/22

人物でよみとく化学 藤嶋昭／著 朝日学生新聞社 430.2/ｼﾞﾝ/
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タイトル 著者 出版者 請求記号

地震はなぜ起きる? 鎌田浩毅／著 岩波書店 453/ｶ/

先生、頭突き中のヤギが尻尾で
笑っています!

小林朋道／著 築地書館 481.7/ｺﾊﾞ/

美しい深海生物 藤原義弘／写真・文 あかね書房 481.7/ﾌｼﾞ/

学校では教えてくれない自分を
休ませる方法

井上祐紀／著 KADOKAWA 498/ｲ/

めざせ!栄養士・管理栄養士まずは
ここからナビゲーション

小野章史／編著 第一出版 498.5/ｵﾉ/

弁理士になるには 藤井久子／著 ぺりかん社 507.2/ﾌｼﾞ/

プラスチックごみ問題入門 栗岡理子／著 緑風出版 519/ｸﾘ/

地球温暖化を解決したい 小西雅子／著 岩波書店 519/ｺ/

社会を変えた50人の女性アーティスト
たち

レイチェル・イグノトフ
スキー／著

創元社 702/ｲ/

それでも僕は歩き続ける 田中陽希／著 平凡社 786/ﾀﾅ/

ショートショートでひらめく文章教室 田丸雅智／著 河出書房新社 901/ﾀ/

俳句部、はじめました 神野紗希／著 岩波書店 911/ｺ/

17音の青春 2020
神奈川大学広報委員会／
編

角川文化振興財団 911.3/ｼﾞﾕ/20

17音の青春 2021
神奈川大学広報委員会／
編

角川文化振興財団 911.3/ｼﾞﾕ/21

この言葉が、きみの呪いを解くのなら 伊藤クミコ／著 講談社 913/ｲ/

いちご×ロック 黒川裕子／著 講談社 913/ｸ/

野原できみとピクニック 濱野京子／著 偕成社 913/ﾊ/

スマホに届いた怖い話 藤白圭／著 河出書房新社 913/ﾌ/
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タイトル 著者 出版者 請求記号

5分後に意外な結末Q 桃戸ハル／著 学研プラス 913/ﾓ/

はなの街オペラ 森川成美／作 くもん出版 913/ﾓ/

ゴースト・ボーイズ
ジュエル・パーカー・
ローズ／著

評論社 933/ﾛ/

魔法つかいの弟子
ヨハン・ヴォルフガング・
フォン・ゲーテ／作

理論社 941/ｹﾞ/

怪盗ルパンさまよう死神 モーリス・ルブラン／作 理論社 953/ﾙ/

深海カフェ海底二万哩 3 蒼月海里／[著] KADOKAWA B913.6/ｱｵ/3

神様の御用人 10 浅葉なつ／[著] KADOKAWA B913.6/ｱｻ/10

春日坂高校漫画研究部 第3号 あずまの章／[著] KADOKAWA B913.6/ｱｽﾞ/3

春日坂高校漫画研究部 第4号 あずまの章／[著] KADOKAWA B913.6/ｱｽﾞ/4

竜歌の巫女と二度目の誓い 2 アマサカナタ／著 SBクリエイティブ B913.6/ｱﾏ/2

その商人の弟子、剣につき 2 蒼機純／著 SBクリエイティブ B913.6/ｱｵ/2

櫻子さんの足下には死体が
埋まっている 17

太田紫織／[著] KADOKAWA B913.6/ｵｵ/17

神角技巧と11人の破壊者 [中] 鎌池和馬／[著] KADOKAWA B913.6/ｶﾏ/2

ソードアート・オンライン
プログレッシブ 7

川原礫／[著] KADOKAWA B913.6/ｶﾜ/7

ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なので
ボスをソロ討伐しようと思います

香坂マト／著 KADOKAWA B913.6/ｺｳ/

信じてくれ!俺は転生賢者なんだ サトウとシオ／著 SBクリエイティブ B913.6/ｻﾄ/

処刑少女の生きる道(バージンロード) 
5

佐藤真登／著 SBクリエイティブ B913.6/ｻﾄ/5

メイジアン・カンパニー 2 佐島勤／[著] KADOKAWA B913.6/ｻﾄ/2
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タイトル 著者 出版者 請求記号

うちの執事に願ったならば EX 高里椎奈／[著] KADOKAWA B913.6/ﾀｶ/

卒業したら教室で 似鳥鶏／著 東京創元社 B913.6/ﾆﾀ/

狼と羊皮紙 6 支倉凍砂／[著] KADOKAWA B913.6/ﾊｾ/6

妖魔と下僕の契約条件 1 椹野道流／[著] KADOKAWA B913.6/ﾌｼ/1

ドラキュラやきん! 2 和ケ原聡司／[著] KADOKAWA B913.6/ﾜｶﾞ/2

勉強する気はなぜ起こらないのか 外山美樹／著 筑摩書房 S141.7/ﾄﾔ/

確かめてナットク!物理の法則
ジョー・ヘルマンス／
[著]

岩波書店 S420/ﾍﾙ/

コミュニケーション力を高める
プレゼン・発表術

上坂博亨／著 岩波書店 S809.2/ｺﾐ/
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図書館タイムライン

TRC八千代中央図書館 緑が丘図書館 勝田台図書館

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

問合せ：八千代市立勝田台図書館
ティーンズ担当 [TEL]047-484-4946

mon favori
みなさんの

お気に入りの本を
教えてください。
館内にご用意している
専用の投稿用紙
「mon  favori」に

記入して館内ポストへ
いれてください。

イラストも大歓迎です！

熱中症に
注意だぞ！
水分補給
忘れずにな


