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お気に入りの本の

を作ろう！POP
八千代高校のみんなにオリジナルPOPを作ってもらったよ！

勝田台図書館で展示しているよ。

みんなのステキな作品、ぜひ見に来てね！

八千代高校の
みんな

ありがとう！

まだまだ
たくさん
あるぞ！



ゆるっと新刊情報
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10-11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

13歳からの「手帳活用術」 小澤淳／監修
メイツユニバーサル
コンテンツ

002/ｼﾞ/

未来のきみを変える読書術 苫野一徳／著 筑摩書房 019/ﾄ/

14歳からの個人主義 丸山俊一／著 大和書房 151.4/ﾏﾙ/

やりたいことが見つからない
君へ

坪田信貴／著 小学館 159/ﾂ/

13歳のきみに伝えたい
本当に必要な7つの才能

山本佳典／著 彩流社 159.7/ﾔﾏ/

平等ってなんだろう? 齋藤純一／著 平凡社 316/ｻ/

13歳からの日米安保条約 松竹伸幸／著 かもがわ出版 319.1/ﾏﾂ/

法は君のためにある 小貫篤／著 筑摩書房 320/ｵ/

弁護士になるには 飯島一孝／著 ぺりかん社 327.1/ｲｲ/

SDGs入門 蟹江憲史／著 岩波書店 333/ｶ/

中学生にもわかる会社の
創り方・拡げ方・売り方

宮嵜太郎／[著]
クロスメディア・
パブリッシング

335/ﾐﾔ/

図解でわかる14歳からの
LGBTQ+

社会応援
ネットワーク／著

太田出版 367.9/ｽﾞｶ/
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タイトル 著者 出版者 請求記号

100年無敵の勉強法 鎌田浩毅／著 筑摩書房 375/ｶ/

マイテーマの探し方 片岡則夫／著 筑摩書房 375/ｶ/

医学部受験を考えたら
まず読む本 2022年版

日本経済新聞出版
／編

日経BP日本経済
新聞出版本部

376.8/ｲｶﾞ/22

大学選びを考えたらまず読む
本 2022年版

日本経済新聞出版
／編

日経BP日本経済
新聞出版本部

376.8/ﾀﾞｲ/22

大学の学部・学科が
一番よくわかる本

四谷学院進学指導部
／編著

アーク出版 376.8/ﾀﾞｲ/

不登校・中退生のための
進路相談室 2022

学びリンク 376.8/ﾌﾄ/22

世界一くさい食べもの 小泉武夫／著 筑摩書房 383/ｺ/

数学の研究をはじめよう 7 飯高茂／著 現代数学社 410.7/ｲｲ/7

植物たちのフシギすぎる進化 稲垣栄洋／著 筑摩書房 471/ｲ/

未来の医療で働くあなたへ 奥真也／著 河出書房新社 490/ｵ/

きみの体は何者か 伊藤亜紗／著 筑摩書房 496/ｲ/

「心」のお仕事 河出書房新社／編 河出書房新社 498/ｺ/

14歳から考えたい優生学
フィリッパ・
レヴィン／著

すばる舎 498.2/ﾚｳﾞ/

図解でわかる14歳からの
宇宙活動計画

インフォビジュアル
研究所／著

太田出版 538.9/ｽﾞｶ/

SDGs時代の食べ方 井出留美／著 筑摩書房 611/ｲ/

小論文これだけ! 模範解答
人文・情報・教育編

樋口裕一／著 東洋経済新報社 816.5/ｼﾖ/
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タイトル 著者 出版者 請求記号

なんで英語、勉強すんの? 鳥飼玖美子／著 岩波書店 830/ﾄ/

マイブラザー 草野たき／著 ポプラ社 913/ｸ/

文豪中学生日記 小手鞠るい／著 あすなろ書房 913/ｺ/

ポーチとノート こまつあやこ／著 講談社 913/ｺ/

境界のポラリス 中島空／著 講談社 913/ﾅ/

5分後に意外な結末Q 桃戸ハル／著 学研プラス 913/ﾓ/

セカイを科学せよ! 安田夏菜／著 講談社 913/ﾔ/

蜜柑 芥川龍之介／著 立東舎 913.6/ｱｸ/

外科室 泉鏡花／著 立東舎 913.6/ｲｽﾞ/

月夜とめがね 小川未明／著 立東舎 913.6/ｵｶﾞ/

檸檬 梶井基次郎／著 立東舎 913.6/ｶｼﾞ/

女生徒 太宰治／著 立東舎 913.6/ﾀﾞｻﾞ/

葉桜と魔笛 太宰治／著 立東舎 913.6/ﾀﾞｻﾞ/

赤とんぼ 新美南吉／著 立東舎 913.6/ﾆｲ/

猫町 萩原朔太郎／著 立東舎 913.6/ﾊｷﾞ/

ペイント イヒヨン／著 イースト・プレス 929.1/ｲ/
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タイトル 著者 出版者 請求記号

タフィー
サラ・クロッサン
／作

岩波書店 933/ｸ/

ルーミーとオリーブの
特別な10か月

ジョーン・バウアー
／著

小学館 933/ﾊﾞ/

ガラスの顔
フランシス・
ハーディング／著

東京創元社 933.7/ﾊﾃﾞ/

道化者 トーマス・マン／作理論社 943/ﾏ/

どんぐり喰い
エルス・ペルフロム
／作

福音館書店 949/ﾍﾟ/

獣の奏者 2 上橋菜穂子／[著] 講談社 B913.6/ｳｴ/2

猫神社のみかがみ様 2 かいとーこ／著 一迅社 B913.6/ｶｲ/2

猫神社のみかがみ様 3 かいとーこ／著 一迅社 B913.6/ｶｲ/3

ソードアート・オンライン 26川原礫／[著] KADOKAWA B913.6/ｶﾜ/26

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 3

香坂マト／著 KADOKAWA B913.6/ｺｳ/3

妖怪アパートの幽雅な日常 4 香月日輪／[著] 講談社 B913.6/ｺｳ/4

ひきこまり吸血姫の悶々 6 小林湖底／著 SBクリエイティブ B913.6/ｺﾊﾞ/6

その日のまえに 重松清／著 文藝春秋 B913.6/ｼｹﾞ/

私立シードゥス学院 2 高里椎奈／[著] KADOKAWA B913.6/ﾀｶ/2

僕の愛したジークフリーデ
第2部

松山剛／著 KADOKAWA B913.6/ﾏﾂ/2

AIの時代を生きる 美馬のゆり／著 岩波書店 S007.3/ﾐﾏ/
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タイトル 著者 出版者 請求記号

アレクサンドロス大王 澤田典子／著 筑摩書房 S289.3/ｱﾚ/4

ガウディ 鳥居徳敏／著 筑摩書房 S289.3/ｶﾞｳ/6

コペルニクス 高橋憲一／著 筑摩書房 S289.3/ｺﾍﾟ/5

従順さのどこがいけないのか 将基面貴巳／著 筑摩書房 S316.1/ｼﾖ/

ファッションの仕事で
世界を変える

白木夏子／著 筑摩書房 S335.8/ｼﾗ/

学校の役割ってなんだろう 中澤渉／著 筑摩書房 S373.1/ﾅｶ/

森の日本史 黒瀧秀久／著 岩波書店 S652.1/ｸﾛ/

伊藤若冲 辻惟雄／著 筑摩書房 S721.4/ﾂｼﾞ/1

俳句のきた道 藤田真一／著 岩波書店 S911.3/ﾌｼﾞ/

やっぱり、東大を目指そう! 岩切紀史／著 ごま書房新社
Y1
376.8/ｲﾜ/

プロテストってなに?
アリス・ハワース=
ブース／著

青幻舎
インターナショナル

Y2
309.0/ﾊﾜ/

咎人の刻印 4 蒼月海里／著 小学館
Y4
913.6/ｱｵ/4

妖琦庵夜話 9 榎田ユウリ／[著] KADOKAWA
Y4 
913.6/ｴﾀﾞ/9

エチュード春一番 第3曲 荻原規子／[著] KADOKAWA
Y4
913.6/ｵｷﾞ/3

ヘヴィーオブジェクト
人が人を滅ぼす日 上

鎌池和馬／[著] KADOKAWA
Y4
913.6/ｶﾏ/1

時々ボソッとロシア語で
デレる隣のアーリャさん 1

燦々SUN／著 KADOKAWA
Y4
913.6/ｻﾝ/1
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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！


