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高校生による本の POP展

八千代高校
図書委員会の皆さんが
作ってくださいました！

力作ぞろいの
素敵なPOPの数々は
圧巻です。

勝田台図書館ティーンズコーナーに

ぜひ見に来てください!!

皆さんご協力
ありがとうございました!

＆
わせがく高等学校
勝田台キャンパスの
皆さんが作って
くださいました！
心惹かれる紹介文が
魅力的です。
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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

不思議なテレポート・マシーンの
話

飯田隆／著 筑摩書房 104/ｲ/

13歳からの「集中力」向上
バイブル

森健次朗／監修
メイツユニバーサ
ルコンテンツ

141/ｼﾞ/

書いてスッキリ心が元気になる
方法 1

加藤史子／著 くもん出版 146/ｶ/1

書いてスッキリ心が元気になる
方法 2

加藤史子／著 くもん出版 146/ｶ/2

13歳からの考える練習 マツダミヒロ／著 きずな出版 159.7/ﾏﾂ/

トルコから世界を見る 内藤正典／著 筑摩書房 302/ﾅ/

世界を平和にする第一歩 河出書房新社／編 河出書房新社 319/ｾ/

14歳からのSDGs 水野谷優／編著 明石書店 333.8/ﾐｽﾞ/

16歳からの決算書入門 小宮一慶／監修 宝島社 336.8/ｼﾞﾕ/

15歳からのリーダー養成講座 工藤勇一／著 幻冬舎 361.4/ｸﾄﾞ/

ヤングケアラーってどういう
こと?

ジョー・オルドリッジ
／作

生活書院 369/ｵﾙ/

中学生のおうちノート術 みおりん／著 実務教育出版 375/ﾐｵ/

芸術学部 浅野恵子／著 ぺりかん社 376.8/ｱｻ/

情報学部 漆原次郎／著 ぺりかん社 376.8/ｳﾙ/

看護・医療系学校最新入学全
ガイド 2023

さんぽう 376.8/ｶﾝ/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
Y1
376.8/ｼﾕ/23
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タイトル 著者 出版者 請求記号

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
Y1
376.8/ﾀﾞｲ/23

千葉県高校受験案内 2023年度用
声の教育社編集部
／編集

声の教育社
Y1
376.8/ﾁﾊﾞ/23

面接官に好印象を与える高校入試
面接のオキテ55

常本浩幸／著 KADOKAWA 376.8/ﾂﾈ/

科学はこのままでいいのかな 中村桂子／著 筑摩書房 404/ﾅ/

物理
ニュートン編集部
／編著

ニュートンプレス 420/ﾌﾞﾂ/

化学
ニュートン編集部
／編著

ニュートンプレス 430/ｶｶﾞ/

宇宙
ニュートン編集部
／編著

ニュートンプレス 440/ｳﾁ/

天気
ニュートン編集部
／編著

ニュートンプレス 451/ﾃﾝ/

図解でわかる14歳から知る生物多
様性

インフォビジュアル
研究所／著

太田出版 468/ｽﾞｶ/

はじめての動物地理学 増田隆一／著 岩波書店 482/ﾏ/

作ろう!フライドチキンの骨格
標本

志賀健司／著 緑書房 488.1/ｼｶﾞ/

歯科医師になる!
歯科医師の未来を
考える会／編著

日労研 498.1/ｼｶ/

知識ゼロでも楽しく読める!
エネルギーのしくみ

エネルギー総合工学
研究所／監修

西東社 501.6/ﾁｼ/

宇宙飛行士 鈴木喜生／著 朝日新聞出版 538.9/ｽｽﾞ/

いちばん大切な食べものの話 小泉武夫／著 筑摩書房 610/ｺ/

お金に頼らず生きたい君へ 服部文祥／著 河出書房新社 611/ﾊ/

獣医師を目指す君たちへ 中山裕之／著 東京大学出版会 649.8/ﾅｶ/

世界と日本の鉄道史 川辺謙一／著 技術評論社 686.2/ｶﾜ/

苦手から始める作文教室 津村記久子／著 筑摩書房 816/ﾂ/

小論文これだけ! 人文・文化・
思想・芸術・歴史深掘り編

樋口裕一／著 東洋経済新報社 816.5/ｼﾖ/

ちくま小説入門 紅野謙介／編 筑摩書房 908.3/ﾁｸ/
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タイトル 著者 出版者 請求記号

<萌えすぎて>絶対忘れない!妄想
古文

三宅香帆／著 河出書房新社 910/ﾐ/

化け之島初恋さがし三つ巴 1 石川宏千花／[著] 講談社 913/ｲ/1

バンピー いとうみく／著 静山社 913/ｲ/

考えたことなかった 魚住直子／著 偕成社 913/ｳ/

きみの鐘が鳴る 尾崎英子／作 ポプラ社 913/ｵ/

手で見るぼくの世界は 樫崎茜／作 くもん出版 913/ｶ/

給食アンサンブル 2 如月かずさ／作 光村図書出版 913/ｷ/2

千に染める古の色 久保田香里／著 アリス館 913/ｸ/

大人への階段 Step2 小林深雪／[著] 講談社 913/ｺ/2

きみがいてよかった 小林深雪／[著] 講談社 913/ｺ/

ごはん食べにおいでよ 小手鞠るい／作 講談社 913/ｺ/

はじまりは花言葉 小林深雪／[著] 講談社 913/ｺ/

花言葉でさよなら 小林深雪／[著] 講談社 913/ｺ/

花束 小林深雪／[著] 講談社 913/ｺ/

秘密の花占い 小林深雪／[著] 講談社 913/ｺ/

ひこぼしをみあげて 瀧羽麻子／作 偕成社 913/ﾀ/

満天inサマラファーム 長谷川まりる／作 講談社 913/ﾊ/

カトリと眠れる石の街 東曜太郎／著 講談社 913/ﾋ/

保健室経由、かねやま本館。5 松素めぐり／著 講談社 913/ﾏ/5

ぼくたちはまだ出逢っていない 八束澄子／[著] ポプラ社 913/ﾔ/

ぼくたちはまだ出逢っていない 八束澄子／[著] ポプラ社 913/ﾔ/
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タイトル 著者 出版者 請求記号

マスク越しのおはよう 山本悦子／著 講談社 913/ﾔ/

青の刀匠 天沢夏月／著 ポプラ社 913.6/ｱﾏ/

イコトラベリング1948- 角野栄子／著 KADOKAWA 913.6/ｶﾄﾞ/

97歳の悩み相談 瀬戸内寂聴／著 講談社
Y1
914.6/ｾﾄ/

ウクライナから来た少女ズラータ、
16歳の日記

ズラータ・イヴァシコ
ワ／文・絵

世界文化ブックス 916/ｲｳﾞ/

命のスケッチブック 中谷加代子／語り 静山社 916/ﾅ/

闇の覚醒 ナオミ・ノヴィク／著静山社 933.7/ﾉｳﾞ/

ホロヴィッツホラー
アンソニー・ホロ
ヴィッツ／作

講談社 933.7/ﾎﾛ/

グレイス・イヤー キム・リゲット／著 早川書房 933.7/ﾘｹﾞ/

エンド・オブ・アルカディア 1 蒼井祐人／[著] KADOKAWA
Y4
913.6/ｱｵ/1

エンド・オブ・アルカディア 2 蒼井祐人／[著] KADOKAWA
Y4 
913.6/ｱｵ/2

咎人の刻印 5 蒼月海里／著 小学館
Y4
913.6/ｱｵ/5

竜殺しのブリュンヒルド 東崎惟子／[著] KADOKAWA
Y4
913.6/ｱｶﾞ/

リコリス・リコイル アサウラ／[著] KADOKAWA
Y4
913.6/ｱｻ/

ハリボテ魔導士と強くて可愛
すぎる弟子

鬼影スパナ／著 KADOKAWA
Y4
913.6/ｵﾆ/

夜のピクニック 恩田陸／著 新潮社
Y4
913.6/ｵﾝ/

七つの魔剣が支配する 10 宇野朴人／[著] KADOKAWA B913.6/ｳﾉ/10

創約とある魔術の禁書目録 7 鎌池和馬／[著] KADOKAWA
Y4
913.6/ｶﾏ/7

ソードアート・オンライン 27 川原礫／[著] KADOKAWA B913.6/ｶﾜ/27

結界師の一輪華 1 クレハ／[著] KADOKAWA B913.6/ｸﾚ/1

結界師の一輪華 2 クレハ／[著] KADOKAWA B913.6/ｸﾚ/2
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タイトル 著者 出版者 請求記号

魔法科高校の劣等生Appendix 2 佐島勤／[著] KADOKAWA
Y4
913.6/ｻﾄ/2

時々ボソッとロシア語でデレる
隣のアーリャさん 4.5

燦々SUN／著 KADOKAWA
Y4
913.6/ｻﾝ/4-2

朱華姫の御召人 上 白川紺子／著 集英社
Y4
913.6/ｼﾗ/1

朱華姫の御召人 下 白川紺子／著 集英社
Y4 
913.6/ｼﾗ/2

後宮の百花輪 4 瀬那和章／著 双葉社
Y4
913.6/ｾﾅ/4

この△ラブコメは幸せになる義務
がある。 1

榛名千紘／著 KADOKAWA
Y4
913.6/ﾊﾙ/1

この△ラブコメは幸せになる義務
がある。 2

榛名千紘／著 KADOKAWA 913.6/ﾊﾙ/2

ミミクリー・ガールズ 1 ひたき／著 KADOKAWA
Y4
913.6/ﾋﾀ/

時をかける眼鏡 9 椹野道流／著 集英社 B913.6/ﾌｼ/9

最後の晩ごはん 15 椹野道流／[著] KADOKAWA B913.6/ﾌｼ/15

わが家は祇園の拝み屋さんEX 望月麻衣／[著] KADOKAWA B913.6/ﾓﾁ/

君は君の人生の主役になれ 鳥羽和久／著 筑摩書房 S159.7/ﾄﾊﾞ/

歴史学のトリセツ 小田中直樹／著 筑摩書房 S201.2/ｵﾀﾞ/

津田梅子 高橋裕子／著 岩波書店 S289.1/ﾂﾀﾞ/

SDGsは地理で学べ 宇野仙／著 筑摩書房 S290/ｳﾉ/

“正しい”を疑え! 真山仁／著 岩波書店 S914.6/ﾏﾔ/

B-PASS  2022/12
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

M

B-PASS  2023/1
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

M

FINEBOYS 2022/11 日之出出版 M

FINEBOYS 2022/12 日之出出版 M

Popteen 2022/12 ポップティーン M
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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

#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

Twitterやってます‼

TRC八千代中央図書館

Instagramやってます!!

さらに！


