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２月から３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

１０代と考える「スマホ」 竹内和雄 岩波書店 007/ﾀ

「慰安婦」問題ってなんだろう? 梁澄子 平凡社 210/ﾔ

国旗と国章図鑑 苅安望
世界文化ブック
ス

288.9/ｶﾘ

難民に希望の光を 真の国際人緒方
貞子の生き方

中村恵 平凡社 289.1/ｵｶﾞ

大学生活と法学 江藤祥平 有斐閣 321/ﾀﾞｲ

大人になるってどういうこと? 神内聡 くもん出版 324.1/ｼﾞﾝ

少年のための少年法入門 山下敏雅／監修 旬報社 327/ｼ

図解はじめて学ぶみんなのお金 エディ・レイノルズ／文 晶文社 337/ｽﾞｶ

１０代で知っておきたい「同意」の話
ジャスティン・ハンコック／
文

河出書房新社 361/ﾊ

こども手に職図鑑 子供の科学／編 誠文堂新光社 366/ｺ

１０代の不安・悩みにこたえる「性」
の本

染矢明日香／監修 学研プラス 367/ｼﾞ

介護福祉士になるには 渡辺裕美／編著 ぺりかん社 369.1/ﾜﾀ
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タイトル 著者 出版社 請求記号

嫌いな教科を好きになる方法、教えてくだ
さい!

河出書房新社／編 河出書房新社 375/ｷ

青春サプリ。 青木美帆／文 ポプラ社 375/ｾ

青春サプリ。 田中夕子／文 ポプラ社 375/ｾ

中学生のための人生が変わる勉強法 福冨崇浩 自由国民社 375/ﾌ

プレゼンテーション・グループディスカッ
ションのルー ルブック

神崎史彦 KADOKAWA 376.8/ｶﾝ

一目でわかるイメージ式!高校数学・公式
図鑑

涌井良幸 技術評論社 410/ﾜｸ

世界でいちばん美しいこども元素ずかん セオドア・グレイ 創元社 431/ｸﾞ

中絶がわかる本
ロビン・スティーブンソ
ン

アジュマ 498.2/ｽﾃ

図解でわかる１４歳から知るごみゼロ社
会

インフォビジュアル研究
所

太田出版 518.5/ｽﾞｶ

生き抜くためのごはんの作り方 河出書房新社／編 河出書房新社 596/ｲ

ジュニアのためのバレエ上達トウシュー
ズレッスン

厚木彩／監修
メイツユニバーサ
ルコンテンツ

769/ｼﾞ

大学スポーツ図鑑 ２０２２ キャンパス総研／監修 エコー出版 780.2/ﾀﾞｲ
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タイトル 著者 出版社 請求記号

スポーツの仕事ってこんなにある
ベースボール・マガジ
ン社／編著

ベースボール・マ
ガジン社

780.4/ｽﾎﾟ

球技のためのスポーツビジョントレーニン
グ

石橋秀幸／監修
メイツユニバーサ
ルコンテンツ

783/ｷ

１３歳からのファシリテーション ちょんせいこ
メイツユニバーサ
ルコンテンツ

809/ﾁ

香君 上 上橋菜穂子 文藝春秋 913/ｳ

香君 下 上橋菜穂子 文藝春秋 913/ｳ

君色パレット 戸森しるこ 岩崎書店 913/ｷ

あの子のことは、なにも知らない 栗沢まり／作 ポプラ社 913/ｸ

カンフー&チキン 小嶋陽太郎／作 ポプラ社 913/ｺ

スネークダンス 佐藤まどか／作 小学館 913/ｻ

保健室経由、かねやま本館。 ４ 松素めぐり 講談社 913/ﾏ/4

タブレット・チルドレン 村上しいこ／作 さ・え・ら書房 913/ﾑ

落花流水 鈴木るりか 小学館 913.6/ｽｽﾞ
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タイトル 著者 出版社 請求記号

大人になるまでに読みたい１５歳のエッ
セイ ２

和合亮一／編・エッセ
イ

ゆまに書房 914/ｵ

大人になるまでに読みたい１５歳のエッ
セイ ３

和合亮一／編・エッセ
イ

ゆまに書房 914/ｵ

サムデイ
デイヴィッド・レヴィサン
／作

小峰書店 933/ﾚ

ルーン帝国中興記 あわむら赤光
SBクリエイティ
ブ

B 913.6/ｱﾜ

その勇者はニセモノだと、鑑定士は言っ
た

囲恭之介 KADOKAWA B 913.6/ｶｺ

ホーンテッド・キャンパス [１９] 櫛木理宇 KADOKAWA B 913.6/ｸｼ

妖怪アパートの幽雅な日常 ラスベガス
外伝

香月日輪 講談社 B 913.6/ｺｳ

護衛のメソッド [１] 小林湖底 KADOKAWA B 913.6/ｺﾊﾞ

魔女学園最強のボクが、実は男だと思う
まい

坂石遊作 KADOKAWA B 913.6/ｻｶ

妖怪の子、育てます 廣嶋玲子 東京創元社 B 913.6/ﾋﾛ
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タイトル 著者 出版社 請求記号

「人それぞれ」がさみしい 石田光規 筑摩書房 S 361.4/ｲｼ

１５歳からの地球温暖化 杉山大志 育鵬社 Y2 519/ｽｷﾞ

ピポンのフェルトで作る部活応援チャー
ム

がなはようこ:ピポン
文化学園文化出
版局

Y3 594/ｶﾞﾅ

キグナスの乙女たち ３ 佐島勤 KADOKAWA
Y4 913.6/ｻ
ﾄ

キノの旅 ２３ 時雨沢恵一 KADOKAWA
Y4 913.6/ｼ
ｸﾞ/23

レジェンドアニメ! 辻村深月 マガジンハウス
Y4 913.6/ﾂ
ｼﾞ
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進路案内、学習方法、
体調管理やモチベー
ションＵＰまで是非ご
参考にしてください。

ティーンズ
コーナーでは
勉強する皆様
を応援します
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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


