写真

写真

あり

あり

「クリスタルエッジ」
風野潮／著

「ぼくたちが大人に
なれない、１２の理由」

講談社（Y913）

ラルフ・ブラウン／著
アーティストハウス（Y933 ﾌﾞ）

＊2 巻もありますよ！

写真
写真

あり

あり

「ライム」
長崎夏海／著

「賢者の贈り物」

雲母書房（Y913 ﾅ）

ｵｰ･ﾍﾝﾘｰ／作 理論社（Y933 ﾍ 4）
写真

写真

あり

あり

「皇帝ペンギン」
橋口いくよ／著

「ライオンと魔女」

幻冬舎（Y913 ﾊ）

Ｃ．Ｓ．ルイス／作 岩波書店（Y933 ﾙ 1）

ヤングアダルト世代（10 代） の
君たちへのオススメ本

中川なをみ／作 くもん出版
(Y913 ﾅ)

写真
あり

TEEN S

戦乱激しい南宋時代末期に、陶工と

2010 冬号 ★ ＮＯ.30

して焼き物作りに身を投じる少年、希
龍の命の物語。

「席を立たなかったクローデット」
フィリップ・フース／作
汐文社

(Y316 ﾌ)

１９５０年代、まだまだ人種差別が激し
い時代。そんな差別をなくすために命
がけで戦った、賢く勇敢なひとりの女
性の物語。

写真
あり

〒０８０－００１２
帯広市西２条南１４丁目
帯広市図書館
ＴＥＬ 0155-22-4700
http://www.lib-obihiro.jp

ティーンズ

「龍の腹」

★金原瑞人〈監修〉による 12 歳からの読書案内(Y019 ｶ)★高校生はこれを読め！(Y019 ｺ)★人間の条
件

立岩真也/著(Y159 ﾀ)★18 歳、青春まっしぐら

著(Y289 ｻ)★世界の国 1 位と最下位

今田真由美/著(Y289 ｲ)★少年龍馬

眞淳平/著(Y302 ｼ)★行儀作法の教科書

吉橋通夫/

横山験也/著(Y385 ﾖ)

★Ceramic Works 奈良美智/著(Y751 ﾅ)★どろんころんど北野勇作/作(Y908 ﾎﾞ 5)★悪ノ娘
著(Y913 ｱ)★もし高校野球の女子ﾏﾈｰｼﾞｬｰがﾄﾞﾗｯｶｰの『ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ』を読んだら
獣の奏者外伝

上橋菜穂子/著(Y913 ｳ)★誕生日のできごと

子/著(Y913 ｶ)★十四歳の遠距離恋愛
★千里伝

白

岩崎夏海/著(Y913 ｲ)★

加藤千恵/著(Y913 ｶ)★100km!

嶽本野ばら/著(Y913 ﾀ)★雲のはしご

仁木英之/著(Y913 ﾆ 2)★猫物語

悪ノＰ/
片川優

梨屋アリエ/作(Y913 ﾅ)

西尾維新/著(Y913 ﾆ)★都会のトム＆ソーヤ 8

はや

みねかおる/著(Y913 ﾊ 8)★世界でいちばん長い写真 誉田哲也/著(Y913 ﾎ)★電脳コイル 12 磯光雄/
原作(Y913 ﾐ 12)★市立第二中学校 2 年 C 組
/著(Y913 ﾕ)★ふたりの距離の概算

椰月美智子/著(Y913 ﾔ)★窓ぎわのゴースト

米澤穂信/著(Y913 ﾖ)★たったひとつの冴えたやりかた

ｽﾞ･ﾃｨﾌﾟﾄﾘｰ･ｼﾞｭﾆｱ/著(Y 933 ﾃ)★星が導く旅のはてに
下

ﾁｬｲﾅ･ﾐｴｳﾞｨﾙ/著(Y 933 ﾐ 1)★The

MANZAI 6

4) ★あなたを独りで、泣かせはしない

楡井亜木子/著(YB913 ﾆ)★ハナミズキ

ﾖ) ★天才のら犬、教授といっしょに哲学する。人間ってなに？
清水義範のイッキによめる!学校よりおもしろい社会
松本健一/著(Y311 ﾏ)★地雷処理という仕事

★書の道を行こう

やなせたかし/著(Y158 ﾔ)★

清水義範/著(Y307 ｼ)★わたしが国家について
高山良二/著(Y319 ﾀ)★わたしが家族につ

あべ弘士/著(Y480 ｱ)★裏読み世界遺産

武田双雲/著(Y728 ﾀ)★プレッシャーに負けない

吉本隆明/著(Y910 ﾖ)★呼んでみただけ

著(Y913 ｱ)★ばら色タイムカプセル
潮/著(Y913 ｶ)★ニャンコ、戦争へ
どまんなか 3

菊地秀行/文(Y913 ｷ)★あなたに贈るＸ

香月日輪/著(YB913 ｺ 3)★一鬼夜行

ティークＦＵＧＡ

高里椎奈/著(Y913 ﾀ)★銀河寮ミステリー合宿
ﾆｰﾙ･ｹﾞｲﾏﾝ/著(Y933 ｹﾞ)
1・2

ﾛｰﾚｲﾝ･ﾏｸﾀﾞﾆ

ﾍﾞﾝ･ﾏｲｹﾙｾﾝ/作(Y933 ﾏ)★僕とおじいちゃんと魔法の

小松ｴﾒﾙ/著(YB913 ｺ)★不思議の扉

乙一/著(YB913 ﾌ)★

山折哲雄/著(Y114 ﾔ)★オシムからの旅

木村元彦/著(Y783 ｷ)★アン

6 あんびるやすこ/作(Y913 ｱ 6)★グラウンドの空

あさのあつこ/著(Y913 ｱ)★

反撃 草野たき/著(Y913 ｸ)★おれのおばさん
きこ/著(Y913 ｻ)★昆虫部
★皿と紙ひこうき

風野

近藤史恵/作(Y913 ｺ)★

ｽｻﾞﾝﾇ･ﾀﾞﾝﾗｯﾌﾟ/著(Y933 ﾀﾞ)★ドーン・ロシェルの季節

わたしが死について語るなら

日日日/

大沼紀子/著(Y913 ｵ)★クリスタルエッジ目指せ 4 回転！

ｴﾙ/作(Y933 ﾏ 1)★スピリットベアにふれた島
3

平山和充/著(Y709 ﾋ)

安東みきえ/著(Y91 ｱ)★私の優しくない先輩

須藤靖貴/著(Y913 ｽ 3)★天球儀白話

★消えたヴァイオリン

岩田雅明/著

梅沢由香里/著(Y795 ｳ)★ひと

松原秀行/著(Y913 ﾏ)★レガシー1 ｶｲﾗ･ｸﾘｭｰﾊﾞｰ/著(Y933 ｸ 1)★墓場の少年

塔

吉田紀子/著(YB913

桐島洋子/著(Y367 ｷ)★高校生のｷｬﾘｱ･ﾃﾞｻﾞｲﾝと新しい大学・短大選び

(Y376 ｲ)★動物の死は、かなしい？
り

時雨沢恵一/著(YB913 ｼ

ｾｼﾙ･ﾛﾌﾞﾗﾝ/文(Y114 ﾛ)★13 歳から

小野田博一/著(Y141 ｵ)★わたしが正義について語るなら

いて語るなら

上

あさのあつこ/著(YB913 ｱ 6)★10 ｾﾝﾁの空 浅暮三

加藤千恵/著(YB913 ｶ)★学園キノ 4

語るなら

ｼﾞｪｲﾑ

ｽｰｻﾞﾝ･ﾌﾚﾁｬｰ/作(Y933 ﾌ)★アンランダン

文/著(YB913 ｱ) ★ハニービターハニー

の暗記ﾉｰﾄ

ゆうきえみ

佐川光晴/著(Y913 ｻ)★ぼくらの輪廻転生

椙本孝思/著(Y913 ｽ)★市立第二中学校 2 年 C 組

石井睦美/著(Y913 ｲ)★ＲＤＧ

さとうま

椰月美智子/著(Y913 ﾔ)

3 荻原規子/著(Y913 ｵ 3)

