
ティーンズ
ゆるっとレター

Vol.14 2022.10発行

-1-



ゆるっと新刊情報

-2-

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

算数で読み解くコンピュータのしくみ馬場敬信 技術評論社 007.6/ ﾊﾞﾊﾞ

なりたい自分との出会い方 岡本啓史 岩波書店 159/ｵ

中学生のためのテストの段取り講座 坂口恭平 晶文社 159/ｻ

しまずかん こにしけい 講談社 291/ｼﾏ

１３歳からのウクライナ戦争１５０日
新聞

黒井文太郎／監修 宝島社 319.3/ｼﾞﾕ

数奇な航海 川井龍介 旬報社 319.8/ｶﾜ

法むるーむ
法むるーむネット／編集・
執筆

清水書院 320/ﾎｳ

教えて南部先生!１８歳成人Q&A 南部義典
シーアンドアー
ル研究所

324.1/ﾅﾝ

もしキミが、人を傷つけたなら、傷つ
けられたなら

犯罪学教室のかなえ先生 フォレスト出版 326.3/ﾊﾝ

中学生から身につけておきたい賢く
生きるための金融リテラシー

子どもの学び編集部 ジャムハウス 338/ﾁ

家族に「イヤなこと」をされているあ
なたにお願い

獅城けい 高文研 367.6/ｼｼ

HAVE PRIDE ステラ・A.コールドウェル 合同出版 367.9/ｺﾙ
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タイトル 著者 出版社 請求記号

「死んでもいいけど、死んじゃだめ」と僕
が言い続ける理由

大空幸星 河出書房新社 368/ｵ

生活科学部・家政学部 木村由香里 ぺりかん社 376.8/ｷﾑ

大学選びを考えたらまず読む本 ２０２３
年版

日本経済新聞出版／
編

日経BP日本経
済新聞出版

376.8/ﾀﾞｲ

未来が変わる勉強法 安田祐輔 KADOKAWA 376.8/ﾔｽ

総合・推薦入試志望理由書で合格 和田圭史 学研プラス 376.8/ﾜﾀﾞ

対数
ニュートン編集部／編
著

ニュートンプレス 413.5/ﾀｲ

確率
ニュートン編集部／編
著

ニュートンプレス 417.1/ｶｸ

統計
ニュートン編集部／編
著

ニュートンプレス 417/ﾄｳ

量子論
ニュートン編集部／編
著

ニュートンプレス 421.3/ﾘﾖ

歯科衛生士になる!
歯科衛生士問題研究
会

日労研 498.1/ｼｶ

１３歳からの家事のきほん４６ アントラム栢木利美 赤ちゃんとママ社590/ｱ

１８歳からのお金の教科書 大村大次郎 ビジネス社 591/ｵｵ

タガヤセ!日本 白石優生 河出書房新社 612/ｼ
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タイトル 著者 出版社 請求記号

犬の教科書 増田宏司／監修 ナツメ社 645.6/ｲﾇ

世界遺産を救え! レオ・ホプキンソン 創元社 709/ﾎ

ふしぎなことばことばのふしぎ 池上嘉彦 筑摩書房 804/ｲ

５分後に意外な結末ー黄色い悲喜劇 桃戸ハル／編著 学研プラス 908/ｺﾞ

５分後に意外な結末ー白い恐怖 桃戸ハル／編著 学研プラス 908/ｺﾞ

５分後に意外な結末ー青いミステリー 桃戸ハル／編著 学研プラス 908/ｺﾞ

５分後に意外な結末ー黒いユーモア 桃戸ハル／編著 学研プラス 908/ｺﾞ

５分後に意外な結末ー赤い悪夢 桃戸ハル／編著 学研プラス 908/ﾓﾓ

詩集『山羊の歌』より 中原中也 立東舎 911.5/ﾅｶ

太陽と月 はらだみずき 小学館 913/ﾊ

はじめてであう古事記 上巻 西田めい／編 あすなろ書房 913/ﾊ

はじめてであう古事記 下巻 西田めい／編 あすなろ書房 913/ﾊ
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タイトル 著者 出版社 請求記号

山羊は天国草を食べない 曹文軒／作 樹立社 923/ﾂ

怪談物件マヨイガ [２] 蒼月海里 PHP研究所 B 913.6/ｱｵ

わたしの幸せな結婚 ６ 顎木あくみ KADOKAWA B 913.6/ｱｷﾞ

よろず占い処陰陽屋桜舞う 天野頌子 ポプラ社 B 913.6/ｱﾏ

深夜０時の司書見習い 近江泉美 KADOKAWA B 913.6/ｵｳ

アポカリプス・ウィッチ ５ 鎌池和馬 KADOKAWA B 913.6/ｶﾏ

ホーンテッド・キャンパス [２０] 櫛木理宇 KADOKAWA B 913.6/ｸｼ

鬼の花嫁 新婚編１ クレハ スターツ出版 B 913.6/ｸﾚ

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 ５

香坂マト KADOKAWA B 913.6/ｺｳ

キグナスの乙女たち ４ 佐島勤 KADOKAWA B 913.6/ｻﾄ

ケーキ王子の名推理 ６ 七月隆文 新潮社 B 913.6/ﾅﾅ

最後の晩ごはん [１８] 椹野道流 KADOKAWA B 913.6/ﾌｼ
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タイトル 著者 出版社 請求記号

ロボット・イン・ザ・ファミリー デボラ・インストール 小学館 B 933.7/ｲﾝ

ロボット・イン・ザ・ホスピタル デボラ・インストール 小学館 B 933.7/ｲﾝ

現代用語の基礎知識学習版 ２０２２-２
０２３

現代用語検定協会／
監修

自由国民社 R 031/ ｹﾞ

哲学するってどんなこと? 金杉武司 筑摩書房 S 104/ｶﾅ

世界の神話 躍動する女神たち 沖田瑞穂 岩波書店 S 164/ｵｷ

１６テーマで知る鎌倉武士の生活 西田友広 岩波書店 S 210.4/ﾆｼ

富士山はいつ噴火するのか? 萬年一剛 筑摩書房 S 453.8/ﾏﾝ

ウンコの教室 湯澤規子 筑摩書房 S 491.3/ﾕｻﾞ

春夏秋冬代行者 [１上] 暁佳奈 KADOKAWA Y4 913.6/ｱｶ

春夏秋冬代行者 [１下] 暁佳奈 KADOKAWA Y4 913.6/ｱｶ

春夏秋冬代行者 [２上] 暁佳奈 KADOKAWA Y4 913.6/ｱｶ

春夏秋冬代行者 [２下] 暁佳奈 KADOKAWA Y4 913.6/ｱｶ
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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〗

新作も展示中です！

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

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


