
タイトル 著者 出版社 シリーズ

楽しい＆ときめく！和気文具の手帳の作り方レッ

スン
今田　里美／著 ナツメ社 002.7 ｲﾏﾀ 青少

アルゴリズムがわかる図鑑 松浦　健一郎／著 技術評論社 まなびのずかん 007.6 ﾏﾂｳ 青少

パラドックスとは何か  基本的な考え方から、名作

パラドックスの解決策、新たな思考法まで
マーガレット・カオンゾ／著 ニュートンプレス ニュートン新書 116 ｶｵﾝ 青少

悩んでなんぼの青春よ  頭がいいとはどういうこと？ 森　毅／著 筑摩書房 ちくまＱブックス 159.5 ﾓﾘ 青少

旧約聖書人物図鑑 山我　哲雄／監修 東京書店 193.1 ｷﾕｳ 青少

世界でいちばん素敵なルネサンスの教室 祝田　秀全／監修 三才ブックス 230.5 ｾｶｲ 青少

ＪＫ、インドで常識ぶっ壊される 熊谷　はるか／著 河出書房新社 292.5 ｸﾏｶ 青少

君たちの日本国憲法 池上　彰／著 集英社 集英社文庫 323.1 ｲｹｶ 青少

２０歳の自分に教えたいお金のきほん 池上　彰／著
ＳＢクリエイティ

ブ
ＳＢ新書 330 ｲｹｶ 青少

なぜ親はうるさいのか  子と親は分かりあえる？ 田房　永子／著 筑摩書房 ちくまＱブックス 367.3 ﾀﾌｻ 青少

「慰安婦」問題ってなんだろう？  あなたと考えたい

戦争で傷つけられた女性たちのこと
梁　澄子／著 平凡社

中学生の質問

箱
369.3 ﾔﾝ 青少

帰国子女のための学校便覧 ２０２２ 小学校

から大学までの入学・編入学ガイド

海外子女教育振興財団

／編集

海外子女教育

振興財団
370.3 ｷｺｸ 青少

中学校ってどんなとこ？  楽しい中学生活のヒント

大全
升野　伸子／監修

世界文化ブック

ス
376.3 ﾁﾕｳ 青少

万華鏡 寺田　寅彦／〔著〕
ＫＡＤＯＫＡ

ＷＡ

角川ソフィア文

庫
404 ﾃﾗﾀ 青少

ビーカーくんがゆく！工場・博物館・実験施設  そ

のこだわりにはワケがある！
うえたに夫婦／著 誠文堂新光社 407 ｳｴﾀ 青少

世界でいちばん素敵な物理の教室 東京大学ＣＡＳＴ／文 三才ブックス 420 ﾄｳｷ 青少

物理学図鑑  Ｗａｙ　ｏｆ　ｍａｋｉｎｇ

ｓｅｎｓｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｗｏｒｌｄ
福江　純／共著 オーム社 420 ﾌｸｴ 青少

手を眺めると、生命の不思議が見えてくる  奇跡

にもほどがある人体のミステリー
稲垣　栄洋／著 家の光協会 460.4 ｲﾅｶ 青少

建築現場ものづくり魂！  イラストでたのしいケンチ

ク生産
木谷　宗一／著 彰国社 510.9 ｷﾔ 青少

帰れない村  福島県浪江町「ＤＡＳＨ村」の１

０年
三浦　英之／著 集英社 集英社文庫 543.5 ﾐｳﾗ 青少

ＯＨ！ざわつくおにぎり  食べてもおいしいマル米

アート
おにぎり劇場／作 小学館 596.2 ｵﾆｷ 青少

野菜はすごい！  シェフが先生！小学生から使え

る、子どものための野菜たっぷり料理本
秋元　さくら／〔著〕 柴田書店 596.3 ｱｷﾓ 青少

食べものが足りない！  食料危機問題がわかる本 井出　留美／著 旬報社 611.3 ｲﾃ 青少

描く前に“絵の出来”はすべて決まっている  イラス

ト・ラフの正しい作り方
榎本　秋／著 秀和システム 726.5 ｴﾉﾓ 青少

はじめての吹奏楽ブラスバンド  練習のコツと本番

で成功するポイント５５
佐藤　博／監修

メイツユニバーサ

ルコンテンツ
コツがわかる本 764.6 ﾊｼﾒ 青少

駅伝ごはん  駒澤大学陸上競技部のスポーツ応

援レシピ
大八木　京子／著

ベースボール・マ

ガジン社
780.1 ｵｵﾔ 青少

伝えたい、この想い　アナウンサーたちのロッカー

ルーム  第１００回全国高校サッカー選手権記

念

藤井　貴彦／編著
東京ニュース通

信社
783.4 ﾌｼｲ 青少

バドミントンふたば未来学園高校式プログラム  世

界王者を輩出する最先端メニュー
本多　裕樹／著

ベースボール・マ

ガジン社
783.5 ﾎﾝﾀ 青少

書ける人だけが手にするもの 齋藤　孝／著
ＳＢクリエイティ

ブ
ＳＢ新書 816 ｻｲﾄ 青少

源氏物語解剖図鑑  平安人の暮らしとキモチがマ

ルわかり
佐藤　晃子／文 エクスナレッジ 913.3 ｻﾄｳ 青少

請求記号

ドリームティーンズコーナー　４月新刊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０２２．４　鳥取県立図書館
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早朝始発の殺風景 青崎　有吾／著 集英社 集英社文庫 913.6 ｱｵｻ 青少

捜し物屋まやま ２ 木原　音瀬／著 集英社 集英社文庫 913.6 ｺﾉﾊ-2 青少

桜 東　雅夫／編 筑摩書房 ちくま文庫 913.6 ｻｸﾗ 青少

小説の惑星 ノーザンブルーベリー篇 伊坂　幸太郎／編 筑摩書房 ちくま文庫 913.6 ｼﾖｳ 青少

小説の惑星 オーシャンラズベリー篇 伊坂　幸太郎／編 筑摩書房 ちくま文庫 913.6 ｼﾖｳ 青少

まほり 上 高田　大介／〔著〕
ＫＡＤＯＫＡ

ＷＡ
角川文庫 913.6 ﾀｶﾀ-1 青少

まほり 下 高田　大介／〔著〕
ＫＡＤＯＫＡ

ＷＡ
角川文庫 913.6 ﾀｶﾀ-2 青少

十二神将変 塚本　邦雄／著 河出書房新社 河出文庫 913.6 ﾂｶﾓ 青少

十七八より 乗代　雄介／〔著〕 講談社 講談社文庫 913.6 ﾉﾘｼ 青少

高校サッカーボーイズＵ（アンダー）－１８ はらだ　みずき／〔著〕
ＫＡＤＯＫＡ

ＷＡ
角川文庫 913.6 ﾊﾗﾀ-8 青少

ベビーシッターは眠らない  泣き虫乳母・茨木花の

奮闘記
松田　志乃ぶ／著 集英社

集英社オレン

ジ文庫
913.6 ﾏﾂﾀ 青少

グッバイ、ドン・グリーズ！

Ｇｏｏｄｂｙｅ，Ｄｏ

ｎＧｌｅｅｓ　Ｐｒｏ

ｊｅｃｔ／原作

ＫＡＤＯＫＡ

ＷＡ
角川文庫 913.6 ﾔﾏﾑ 青少

人間の絆 上巻 サマセット・モーム／〔著〕 新潮社 新潮文庫 933 ﾓﾑ-1 青少

人間の絆 下巻 サマセット・モーム／〔著〕 新潮社 新潮文庫 933 ﾓﾑ-2 青少
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