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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

現代用語の基礎知識学習版 現代用語検定協会/監修 自由国民社 R031/ｹﾞ/

14歳からのプログラミング 千葉滋/著 東京大学出版会 007.6/ﾁﾊﾞ/

13歳からのPython入門 James R.Payne/著 東京科学同人 007.6/ﾍﾟｲ/

地球で暮らすきみたちに知っておいてほしい50のこと ラース・ヘンリク・オーゴード/著 晶文社 034.9/ｵｺﾞ/

修造流・逆転の発想法 松岡修造/著 ＰＨＰ研究所 159/ﾏ/

ミライを生きる君たちへの特別授業 ジュニスタ編集部/編 岩波書店 159/ﾐ/

10代の君に伝えたい学校で悩むぼくが見つけた未来
を切り開く思考

山崎聡一郎/著 朝日新聞出版 159/ﾔ/

しれっと逃げ出すための本。 ヨシダナギ/著 ＰＨＰ研究所 159/ﾖ/

時代をきりひらいた日本の女たち 小杉みのり/文 岩崎書店 281/ｺ/

なぜ世界を知るべきなのか 池上彰/著 小学館 302/ｲ/

人物で読み解く政治・経済 蔭山克秀/著 学研プラス 307/ｶｹﾞ/

絵で見てわかる核兵器禁止条約ってなんだろう？ 川崎哲/監修 旬報社 319/ｴ/

ＳＤＧｓで見る現代の戦争 伊勢崎賢治/監修 学研プラス 319/ｴ/

あたらしいお金の教科書 新井和宏/著 山川出版社 337/ｱﾗ/
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タイトル 著者 出版社 請求記号

見た目が気になる 河出書房新社/編 河出書房新社 361/ﾐ/

まっすぐ人間関係術 山崎聡一郎/著 講談社 361/ﾔ/

格差と分断の社会地図 石井光太/著 日本実業出版社 361.8/ｲｼ/

しんどい時の自分の守り方 増田史/著 ナツメ社 371.4/ﾏｽ/

通信制高校を選んだわけ 山口教雄/監修 学びリンク 376.4/ﾂｳ/

農学部 佐藤成美/著 ぺりかん社 376.8/ｻﾄ/

妖怪がやってくる 佐々木高弘/著 岩波書店 388/ｻ/

クジラの骨と僕らの未来 中村玄/著 理論社 489.6/ﾅｶ/

世界一やさしい依存症入門 松本俊彦/著 河出書房新社 493/ﾏ/

海を渡った母子手帳 中村安秀/著 旬報社 498.7/ﾅｶ/

地球があぶない！地図で見る気候変動の図鑑 ダン・フッカー/著 創元社 519/ﾌ/

ジュニア選手のための夢をかなえる「スポーツ
ノート」活用術

佐藤雅幸/監修 ﾒｲﾂﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾝﾃﾝﾂ 780/ｼﾞ/
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タイトル 著者 出版社 請求記号

小論文これだけ！ 樋口裕一/著 東洋経済新報社 816.5/ｼﾖ/

どうぶつ英語フレーズ大集合！ 河本望/著 偕成社 834.4/ｶﾜ/

詩集『抒情小曲集』より 室生犀星/著 立東舎 911.5/ﾑﾛ/

＃マイネーム 黒川裕子/作 さ・え・ら書房 913/ｸ/

5秒後に意外な結末 桃戸ハル/編著 学研プラス 913/ゴ/

そらのことばが降ってくる 高柳克弘/作 ポプラ社 913/タ/

ライブラリー・ツインズ 日野祐希/著 アリス館 913/ヒ/

少女探偵月原美音 横山佳/作 BL出版 913/ヨ/3

押絵と旅する男 江戸川乱歩/著 立東舎 913.6/ｴﾄﾞ/

人間椅子 江戸川乱歩/著 立東舎 913.6/ｴﾄﾞ/

きみとホームで待ち合わせ 神戸遙真/著 講談社 913.6/ｺｳ/

夜長姫と耳男 坂口安吾/著 立東舎 913.6/ｻｶ/

桜の森の満開の下 坂口安吾/著 立東舎 913.6/ｻｶ/

星天の兄弟 菅野雪虫/著 東京創元社 913.6/ｽｶﾞ/

刺青 谷崎潤一郎/著 立東舎 913.6/ﾀﾆ/

秘密 谷崎潤一郎/著 立東舎 913.6/ﾀﾆ/

魔術師 谷崎潤一郎/著 立東舎 913.6/ﾀﾆ/
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タイトル 著者 出版社 請求記号

魚服記 太宰治/著 立東舎 913.6/ﾀﾞｻﾞ/

山月記 中島敦/著 立東舎 913.6/ﾅｶ/

死物語 上 西尾維新/著 講談社 913.6/ﾆｼ/1

死物語 下 西尾維新/著 講談社 913.6/ﾆｼ/2

扇物語 西尾維新/著 講談社 913.6/ﾆｼ/

死後の恋 夢野久作/著 立東舎 913.6/ﾕﾒ/

瓶詰地獄 夢野久作/著 立東舎 913.6/ﾕﾒ/

春は馬車に乗って 横光利一/著 立東舎 913.6/ﾖｺ/

オレのジタバタ記 常新港/作 樹立社 923/ﾁ/

わたしは夢を見つづける ジャクリーン・ウッドソン/作 小学館 931/ｳ/

オリシャ戦記 トミ・アデイェミ/著 静山社 933/ｱ/2

闇の魔法学校 ナオミ・ノヴィク/著 静山社 933.7/ﾉｳﾞ/1

どうか俺を放っておいてくれ 相崎壁際/著 SBクリエイティブ B913.6/ｱｲ/

わたしの幸せな結婚 顎木あくみ/著 KADOKAWA
B913.6/ｱｷﾞ
/5

アポカリプス・ウィッチ 鎌池和馬/著 KADOKAWA
B913.6/ｶﾏ
/4

新約とある魔術の禁書目録(インデックス） 鎌池和馬/著 ｱｽｷｰ・ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ
B913.6/ｶﾏ
/4

使える魔法は一つしかないけれど、これでクール
可愛いダークエルフとイチャイチャできるならどう
考えても勝ち組だと思う

鎌池和馬/著 KADOKAWA B913.6/ｶﾏ/
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タイトル 著者 出版社 請求記号

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

高坂マト/著 KADOKAWA
B913.6/ｺｳ
/2

アオハルの空と、ひとりぼっちの私たち 櫻いいよ/著 集英社 B913.6/ｻｸ/

キグナスの乙女たち 佐島勤/著 KADOKAWA
B913.6/ｻﾄ
/2

処刑少女の生きる道（バージンロード） 佐藤真澄/著 SBクリエイティブ
B913.6/ｻﾄ
/6

君と漕ぐ 武田綾乃/著 新潮社
B913.6/ﾀｹ
/4

声優ラジオのウラオモテ 二月公/著 KADOKAWA
B913.6/ﾆｶﾞ
/5

妖精と下僕の契約条件 椹野道流/著 KADOKAWA
B913.6/ﾌｼ
/2

竜とそばかすの姫 細田守/著 KADOKAWA B913.6/ﾎｿ/

ビブリア古書堂の事件手帖 三上延/著 ｱｽｷｰ・ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ
B913.6/ﾐｶ
/2

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

古代文明と星空の謎 渡部潤一/著 筑摩書房 S440.2/ﾜﾀ/

生きのびるための流域思考 岸由二/著 筑摩書房 S517.5/ｷｼ/

食べものから学ぶ世界史 平賀緑/著 岩波書店 S611.3/ﾋﾗ/

国語をめぐる冒険 渡部泰明/著 岩波書店 S810/ｺｸ/
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ティーンズコーナーでは
萱田中学校文芸部発行の

『カモノハしんぶん』

を紹介しています♪

〖ティーンズポップ展覧会〗

開催中！

みんなも見に来てね♫

ご応募も
お待ちしています☆
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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

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！

八千代市立緑が丘図書館


