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Let’ｓ調コン!!

その①「自由」
その②「気軽」

調べものや実験系の課題を
作品として整えて

出すこともできます。
応募者全員に参加賞あり☆

中央・緑が丘・勝田台図書館では、
市内在学の方から

好きなテーマについて調べてまとめた作品を募集し、

調べる学習コンクールを行っています！

略して「調コン」。
こんなコンクールです。

今年で第７回。
応募したい場合は
学校の先生に
伝えてください。

皆様からの素敵な作品を
お待ちしています！

図書館内や
八千代市デジタルライブラリーで
過去の入賞作品が読めます！

調べ方について悩んだら
図書館スタッフにご相談下さい

苦手分野だ…

～八千代市図書館をつかった調べる学習コンクール～

テーマは何でもOK！
ネット上に存在する架空の組織のこと、

趣味に関係すること、
親がなぜうっとうしいのか
について調べた人も…。

その③「一石二鳥」

一枚から応募できます。
表紙・目次・参考文献を
つけることで作品に！
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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

高校生からのPython入門 立山秀利／著 ジャムハウス 007.6/ﾀﾃ/

八千代高校の生徒と先生が
おすすめする本 ２０２２年度版

千葉県立八千代高等学校
図書委員会

019.5/ﾔﾁ/22

中高生のための哲学入門 小川仁志／著 ミネルヴァ書房 104/ｵｶﾞ/

世界の人物大年表 定延由紀／訳 創元社 280/ｾ/

世界を変えた146人の子ども
ルーラ・ブリッジポート
／著

創元社 280/ﾌﾞ/

これから大人になる君たちへ 池上彰／監修 KADOKAWA 304/ｺ/

ぶっちゃけ、誰が国を動かして
いるのか教えてください

西田亮介／著 日本実業出版社 312.1/ﾆｼ/

13歳からの地政学 田中孝幸／著 東洋経済新報社 312.9/ﾀﾅ/

14歳から考えたいアメリカの奴隷制度
ヘザー・アンドレア・
ウィリアムズ／著

すばる舎 316.8/ｳｲ/

生きるために必要な「法律」のはなし木村真実／監修 ナツメ社 320/ｲｷ/

外交官になるには 飯島一孝／著 ぺりかん社 329.2/ｲｲ/

18歳成人になる前に学ぶ契約とお金の
基本ルール

消費者教育支援センター
／監修

旬報社 365/ｼﾞﾕ/

親子で考えるから楽しい!
世界で学ばれている性教育

上村彰子／構成・文 講談社 367/ｶ/

図解でわかる14歳からの自然災害と
防災

社会応援ネットワーク
／著

太田出版 369.3/ｽﾞｶ/

大学進学のための“返さなくてよい”
奨学金ガイド

給付型奨学金研究会／編 産学社 373.4/ﾀﾞｲ/

青春サプリ。 日比野恭三／文 ポプラ社 375/ｾ/

中学生のための東大生の
勉強法カタログ

学研プラス 375/ﾁ/
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タイトル 著者 出版者 請求記号

高校生の勉強ノートの作り方 なかむらゆう／著 学研プラス 375/ﾅｶ/

中学生のおうち勉強法入門 みおりん／著 実務教育出版 375/ﾐｵ/

千葉県の専門学校公式ガイドブック
2023

千葉県高等学校教育
研究会進路指導部会

376.7/ﾁﾊﾞ/

君はどの大学を選ぶべきか 2023 大学通信 376.8/ｷﾐ/23

首都圏高校受験案内 2023年度用
晶文社学校案内編集部
／編集

晶文社 376.8/ｼﾕ/23

首都圏高校受験案内 2023年度用
晶文社学校案内編集部
／編集

晶文社 376.8/ｼﾕ/23

首都圏中学受験案内 2023年度用
晶文社学校案内編集部
／編集

晶文社 376.8/ｼﾕ/23

首都圏中学受験案内 2023年度用
晶文社学校案内編集部
／編集

晶文社 376.8/ｼﾕ/23

小中高・不登校生の居場所探し
2022～2023年版

学びリンク 376.8/ｼﾖ/22

私立高校推薦・優遇入試ガイド
2023年度用

晶文社学校案内編集部
／編集

晶文社 376.8/ｼﾘ/23

大学受験案内 2023年度用
晶文社学校案内編集部
／編集

晶文社 376.8/ﾀﾞｲ/23

大学受験案内 2023年度用
晶文社学校案内編集部
／編集

晶文社 376.8/ﾀﾞｲ/23

大学図鑑! 2023 オバタカズユキ／監 ダイヤモンド社 376.8/ﾀﾞｲ/23

歯学部 橋口佐紀子／著 ぺりかん社 376.8/ﾊｼ/

大学ランキング 2023年版 朝日新聞出版 377.2/ﾀﾞｲ/23

大学生になるってどういうこと? 鈴木学／著 大月書店 377.9/ﾀﾞｲ/

桃太郎は嫁探しに行ったのか? 倉持よつば／著 新日本出版社 388.1/ｸﾗ/

素数 ニュートン編集部／編著 ニュートンプレス 412/ｿｽ/

微分積分 ニュートン編集部／編著 ニュートンプレス 413.3/ﾋﾞﾌﾞ/

超ひも理論 ニュートン編集部／編著 ニュートンプレス 429.6/ﾁﾖ/

宇宙のはじまり ニュートン編集部／編著 ニュートンプレス 443.9/ｳﾁ/
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タイトル 著者 出版者 請求記号
先生、モモンガがお尻でフクロウを
脅しています?

小林朋道／著 築地書館 481.7/ｺﾊﾞ/

動物行動学者、モモンガに怒られる 小林朋道／著 山と溪谷社 481.7/ｺﾊﾞ/

10歳からの学校では教えてくれない
健康とからだ

野口緑／監修 池田書店 498/ｼﾞ/

土木技術者になるには 三上美絵／著 ぺりかん社 510.9/ﾐｶ/

なんで信長はお城を建てたの? 畑中英二／著 新泉社 521/ﾊ/

江戸のジャーナリスト葛飾北斎 千野境子／著 国土社 721.8/ﾁﾉ/

声優になるには 山本健翔／著 ぺりかん社 771.7/ﾔﾏ/

14歳からの文楽のすゝめ 竹本織太夫／監修 実業之日本社 777.1/ｼﾞﾕ/

書ける・話せる新しい中学英語辞典 旺文社／編 旺文社 830/ｶ/

短歌部、ただいま部員募集中! 小島なお／著 岩波書店 911/ｺ/

17音の青春 2022
神奈川大学広報委員会
／編

角川文化振興財団 911.3/ｼﾞﾕ/22

君色パレット 如月かずさ／著 岩崎書店 913/ｷ/

君色パレット 高田由紀子／著 岩崎書店 913/ｷ/

ソノリティ 佐藤いつ子／著 KADOKAWA 913/ｻ/

不思議屋『風待ち』 西村友里／作 文研出版 913/ﾆ/

マスクと黒板 濱野京子／作 講談社 913/ﾊ/

恋愛問題は止まらない 吉野万理子／作 小学館 913/ﾖ/

恋とシェイクと春休み 神戸遙真／著 講談社 913.6/ｺｳ/

恋とシェイクとバレンタイン 神戸遙真／著 講談社 913.6/ｺｳ/

マンチキンの夏
ホリー・ゴールドバー
グ・スローン／作

小学館 933/ｽ/

目で見ることばで話をさせて
アン・クレア・レゾット
／作

岩波書店 933/ﾚ/
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タイトル 著者 出版者 請求記号

幸せな王子 オスカー・ワイルド／作 理論社 933/ﾜ/

エーリッヒ・ケストナー クラウス・コルドン／著 偕成社 940.2/ｹｽ/

七つの魔剣が支配する 9 宇野朴人／[著] KADOKAWA Ｂ913.6/ｳﾉ/9

心霊探偵八雲Short Stories 神永学／[著] KADOKAWA Ｂ913.6/ｶﾐ/

アクセル・ワールド 26 川原礫／[著] KADOKAWA Ｂ913.6/ｶﾜ/26

ホーンテッド・キャンパス 12 櫛木理宇／[著] KADOKAWA Ｂ913.6/ｸｼ/12

ホーンテッド・キャンパス 13 櫛木理宇／[著] KADOKAWA Ｂ913.6/ｸｼ/13

ホーンテッド・キャンパス 14 櫛木理宇／[著] KADOKAWA Ｂ913.6/ｸｼ/14

ホーンテッド・キャンパス 15 櫛木理宇／[著] KADOKAWA Ｂ913.6/ｸｼ/15

ホーンテッド・キャンパス 16 櫛木理宇／[著] KADOKAWA Ｂ913.6/ｸｼ/16

護衛のメソッド 2 小林湖底／[著] KADOKAWA Ｂ913.6/ｺﾊﾞ/2

ひきこまり吸血姫の悶々 7 小林湖底／著 SBクリエイティブ Ｂ913.6/ｺﾊﾞ/7

処刑少女の生きる道 7 佐藤真登／著 SBクリエイティブ Ｂ913.6/ｻﾄ/7

後宮の烏 7 白川紺子／著 集英社 Ｂ913.6/ｼﾗ/7

最後の晩ごはん 17 椹野道流／[著] KADOKAWA Ｂ913.6/ﾌｼ/17

暗殺者は黄昏に笑う 1 メグリくくる／著 オーバーラップ Ｂ913.6/ﾒｸﾞ/

ようこそ、心理学部へ 同志社大学心理学部／編 筑摩書房 Ｓ140/ﾖｳ/

北里柴三郎 海堂尊／著 筑摩書房 Ｓ289.1/ｷﾀ/

なぜ地球は人間が住める星に
なったのか?

山賀進／著 筑摩書房 Ｓ450/ﾔﾏ/

進化の謎をとく発生学 田村宏治／著 岩波書店 Ｓ481.2/ﾀﾑ/
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タイトル 著者 出版者 請求記号

私たちのサステイナビリティ 工藤尚悟／著 岩波書店 Ｓ519/ｸﾄﾞ/

漢字ハカセ、研究者になる 笹原宏之／著 岩波書店 Ｓ811.2/ｻｻ/

<読む>という冒険 佐藤和哉／著 岩波書店 Ｓ909/ｻﾄ/

作家たちの17歳 千葉俊二／著 岩波書店 Ｓ910.2/ﾁﾊﾞ/

親のことが嫌いじゃないのに「なん
かイヤだな」と思ったときに読む本

藤木美奈子／著 WAVE出版
Y1
146.8/ﾌｼﾞ/

千葉県の専門学校公式ガイドブック
2023

千葉県高等学校教育研
究会進路指導部会

Y1
376.7/ﾁﾊﾞ/23

千葉県の専門学校公式ガイドブック
2023

千葉県高等学校教育研
究会進路指導部会

Y1
376.7/ﾁﾊﾞ/

コンピュータ、
どうやってつくったんですか?

川添愛／著 東京書籍
Y2
007.6/ｶﾜ/

コンピュータサイエンス図鑑
クレール・クイグリー
／著

創元社
Y2
007.6/ｸｲ/

アメリカの中学生が学んでいる
14歳からのプログラミング

ワークマン
パブリッシング／著

ダイヤモンド社
Y2
007.6/ﾜｸ/

アメリカの中学生が学んでいる
14歳からの世界史

ワークマン
パブリッシング／著

ダイヤモンド社
Y2
209/ｱﾒ/

八千代高校の生徒と先生が
おすすめする本 ２０２２年度版

千葉県立八千代高等学校
図書委員会

Y4
019.5/ﾔﾁ/22

永遠の昨日 榎田尤利／[著] KADOKAWA
Y4
913.6/ｴﾀﾞ/

創約とある魔術の禁書目録 6 鎌池和馬／[著] KADOKAWA
Y4
913.6/ｶﾏ/6

時々ボソッとロシア語でデレる隣の
アーリャさん 3

燦々SUN／著 KADOKAWA
Y4
913.6/ｻﾝ/3

時々ボソッとロシア語でデレる隣の
アーリャさん 4

燦々SUN／著 KADOKAWA
Y4
913.6/ｻﾝ/4

雨上がり、君が映す空は
きっと美しい

汐見夏衛／著 スターツ出版
Y4
913.6/ｼｵ/

かがみの孤城 上 辻村深月／[著] ポプラ社
Y4
913.6/ﾂｼﾞ/1

かがみの孤城 下 辻村深月／[著] ポプラ社
Y4
913.6/ﾂｼﾞ/2

武士道シックスティーン 誉田哲也／著 文藝春秋
Y4
913.6/ﾎﾝ/
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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

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

八千代市立図書館

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

1つのテーマで集めた本を
3館で順番に回して展示していく特別企画！

今年のティーンズ展示テーマは、

『心揺さぶられる1冊に出会ってみませんか？』

普段は手に取らない本に
運命の出会いが待っているかも？

ぜひご覧ください！

3館巡回展示
中央・緑が丘・勝田台


