
勉強が楽しくなっちゃう本
ＱｕｉｚＫｎｏｃ
ｋ／著

朝日新聞出版 2020.4 002.7 ｸｲｽ 青少

もっとヘンな論文
サンキュータツオ
／〔著〕

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.7 019 ｻﾝｷ 青少

旅をする本 丸山　晃／著 ラグーナ出版 2020.7 019 ﾏﾙﾔ 青少

若者のための認知行動療法ワークブック
ポール　スタラー
ド／著

金剛出版 2020.4 146.8 ｽﾀﾗ 青少

友だちってなんだろう？ 齋藤　孝／著 誠文堂新光社 2020.8 158 ｻｲﾄ 青少

生き抜くチカラ 為末　大／著 日本図書センター 2019.10 159.5 ﾀﾒｽ 青少

未来の自分に出会える古書店 齋藤　孝／著 文藝春秋 2020.8 159.7 ｻｲﾄ 青少

上馬キリスト教会ツイッター部の
キリスト教って、何なんだ？

ＭＡＲＯ／著 ダイヤモンド社 2020.7 190.4 ﾏﾛ 青少

旅が好きだ！ 河出書房新社／編 河出書房新社 2020.6 290.9 ﾀﾋｶ 青少

ふらっとライフ
ふらっと教育パー
トナーズ／編

北樹出版 2020.3 316.1 ﾌﾗﾂ 青少

村上世彰、高校生に投資を教える。 村上　世彰／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.7 338.1 ﾑﾗｶ 青少

２１世紀の新しい職業図鑑 武井　一巳／著 秀和システム 2020.8 366.2 ﾀｹｲ 青少

好きな人に触れたくなるのは、どうして？
サビーネ・レミレ
／文

晶文社 2020.8 367.9 ﾚﾐﾚ 青少

大学学科案内 学研プラス／編著 学研プラス 2020.6 376.8 ｶﾂｹ 青少

君はどの大学を選ぶべきか ２０２１ 大学通信 2020.3 376.8 ｷﾐﾜ 青少

高認があるじゃん！
２０２０
～２０２
１年版

学びリンク 2020.4 376.8 ｺｳﾆ 青少

１０代のための
ソーシャルシンキング・ライフ

パメラ・クルーク
／著

金子書房 2020.7 378 ｸﾙｸ 青少

魔女
ドミニク・フゥ
フェル／著

グラフィック社 2020.8 387 ﾌｳﾌ 青少

目でみる数字 岡部　敬史／文 東京書籍 2020.8 412 ｵｶﾍ 青少

化学大図鑑 桜井　弘／監修 ニュートンプレス 2020.7 430 ｶｶｸ 青少

図解でわかる１４歳から知る気候変動
インフォビジュア
ル研究所／著

太田出版 2020.8 451.8 ｲﾝﾌ 青少

生き物が大人になるまで 稲垣　栄洋／著 大和書房 2020.8 463.9 ｲﾅｶ 青少

ドリームティーンズコーナー　　１１月新刊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０２０.１１　鳥取県立図書館
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パンダの祖先はお肉が好き！？ 土屋　健／著 笠倉出版社 2020.8 480 ﾂﾁﾔ 青少

もしも虫と話せたら ペズル／文 プレジデント社 2020.8 486 ﾍｽﾙ 青少

うおづら 森岡　篤／著 大和書房 2020.9 487.5 ﾓﾘｵ 青少

ウイルス・ハンター エド・レジス／著 早川書房 2020.7 493.8 ﾚｼｽ 青少

ＮＩＣＵ命の授業 豊島　勝昭／著 赤ちゃんとママ社 2020.9 493.9 ﾄﾖｼ 青少

大学生の健康ナビ ２０２０
山本　眞由美／監
修

岐阜新聞社 2020.4 498 ﾀｲｶ 青少

感染症対人類の世界史 池上　彰／著 ポプラ社 2020.4 498.6 ｲｹｶ 青少

ひと目でわかる
地球環境のしくみとはたらき図鑑

トニー・ジュニ
パー／著

創元社 2020.8 519 ｼﾕﾆ 青少

お金のしくみを知りかしこく扱う方法
ジェーン・ビンハ
ム／著

東京書籍 2020.7 591 ﾋﾝｸ 青少

コスプレソーイング＆デザインＢＯＯＫ 橘　桃奈／著
文化学園文化出版
局

2020.8 593.3 ﾀﾁﾊ 青少

資生堂ワタシプラスで大人気
キレイをつくる、簡単！じぶんごはん

小鳥遊　しほ／著 主婦の友社 2020.9 596 ﾀｶﾅ 青少

あなねこ 繁昌　良司／著 集英社 2020.8 645.6 ﾊﾝｼ 青少

森のふしぎ 馬場　孝三／著 鳥影社 2020.3 650 ﾊﾊ 青少

きみの中のぼく
おおの　たろう／
著

大和書房 2020.8 726.5 ｵｵﾉ 青少

ものがたりの家 吉田　誠治／著
パイインターナ
ショナル

2020.7 726.5 ﾖｼﾀ 青少

世界のダンジョン
パイインターナ
ショナル／編著

パイインターナ
ショナル

2020.8 748 ﾊｲｲ 青少

僕たちに似合う世界
伊東　歌詞太郎／
著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.7 767.8 ｲﾄｳ 青少

１０代スポーツ選手のための
パーソナルフードトレーニング

三戸　真理子／著 カンゼン 2020.7 780.1 ﾐﾄ 青少

部活めし！ 村田　裕子／著 オレンジページ 2020.8 780.1 ﾑﾗﾀ 青少

夢をかなえる教科書
テレビ朝日「Ｄｒｅａｍ　Ｃ
ｈａｌｌｅｎｇｅｒ～夢に挑
む者たち～」／編

文化工房 2020.8 780.2 ﾕﾒｵ 青少

二度消えた甲子園 須江　航／著
ベースボール・マ
ガジン社

2020.8 783.7 ｽｴ 青少

小論文これだけ！
国際・地域・
観光・社会・
メディア超基
礎編

樋口　裕一／著 東洋経済新報社 2020.7 816.5 ﾋｸﾁ 青少
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