
　

牧野節子/著　国土社

エルネストは伯爵家の末っ子。家も継げないの

で、冒険者になることを決意します。一家の秘蔵

書『異世界召喚物語』の知識とユニークスキルの

「魔弾」を頼りに健気にギルド通いをするエルネ

スト。剣も魔法も未熟な彼が地味に頑張る冒険物

語です。「魔女」と恐れられる姉や獣耳の生えた

少女など登場人物も個性派ぞろい。イラストも一

緒にお楽しみください。

ポモドーロ/著　ポニーキャニオン

（B913.6／ホモト） （９１３/マキノ）

バンドでメジャーデビューをめざす高校生の暁

はある日、父の弟直哉叔父さんの結婚式で、抜

群の音楽センスを持つ光と出会い、自分のバン

ドグループ「ボーイズ」に誘う。しかし、光が

原因でほかのメンバーは辞めてしまい、二人で

活動することに。コンクール出場、暁の父の過

去、光の秘密、全編にちりばめられたビートル

ズの曲にそって物語がすすむ青春音楽小説で

す。

長野県富士見高校養蜂部は日本ミツバチを飼育・

観察するだけでなく、地域交流や料理開発など、

「ミツバチさん」に関するさまざまな活動にも精

力的に取り組んでいます。１人の女子生徒による

創部から、わずか３年で「農業高校の甲子園」優

勝という奇跡を起こした養蜂部。その３年間の部

員たちの喜び、とまどい、挫折、試行錯誤の日々

が描かれています。

『サイコーのあいつとロックレボリューション』

ｆｒｏｍ　ティーンズ　エリア

2016年6月

『みつばち高校生　富士見高校養蜂部物語』

（３７６/ホイク）

森山あみ/著　　リンデン舎

（646.9/モリヤ）

なりたい職業でよく登場する保育士。保育所だけで

なく、乳児院や病院など、活躍の場はさまざまで

す。この本ではパート１で、保育士の一日を追いな

がら、保育士が何に気を付けて子どもたちに接して

いるのかを写真とともに紹介しています。パート２

では保育士に向いている人の特徴や、保育士のなり

方についての案内もあります。

『医療・福祉の仕事　見る知るシリーズ  保育士の一日』

WILLこども知育研究所　 保育社

明日から夏休みというある日のこと。東京下町にある中学校の1年2組の男子生徒が全員、姿を消した。

彼らは河川敷の工場跡に立てこもり、そこを解放区として、体面ばかりを気にする教師や親、大人たちへ

の“叛乱”を起こした!  この本は、1985年に角川文庫として出版されてから、たくさんの中高生に読ま

れてきた大ベストセラー作品で、映画にもなりました。そしてポプラ社版の「ぼくらシリーズ」は2007

年から中学生編11巻、高校生編9巻、新「ぼくら」シリーズ3巻が出版されています。発表当時から30

年以上経ち、社会事象などは変化していますが、登場する中学生がたくましく、真剣なところが時代を越

えて読み続けられる魅力です。

ＴＥＥＮＳ　ＡＲＥＡ　vol.68
発行　堺市立美原図書館

新刊の中からおすすめの本をご紹介します!!

★ティーンズのみんなに一度は読んでもらいたい１冊をご紹介！

「マイバイブルは『異世界召喚物語』」

『ぼくらの七日間戦争』 宗田理/著　ポプラ社



ティーンズエリア新着図書（2016年3月～2016年5月）

ラベル タイトル 著者 出版社
028.09/ｼﾝﾛ/9 進路・将来を考える 佐藤 理絵／監修 日外アソシエーツ

123.83/ｺｳｼ/9 まんがでわかる論語　　（Business Comic Series） 齋藤 孝／著 あさ出版

210.1/ﾌｼｲ/9 <悲報>本能寺で何かあったらしい…光秀ブログ炎上中! 藤井 青銅／著 日本文芸社

311/ﾊﾔｵ/9 国ってなんだろう?　　（中学生の質問箱） 早尾 貴紀／著 平凡社

314/ｲｹｶ/9 池上彰のみんなで考えよう18歳からの選挙　1～4 池上 彰／監修 文溪堂

319.8/ｼﾕｳ/9 18歳からわかる平和と安全保障のえらび方 梶原 渉／編 大月書店

375/ｺｳｺ/9
高校受験で成功する!中学生の「合格ルール」教科別必勝
の勉強法60　　（コツがわかる本 ジュニアシリーズ）

秋田 洋和／監修 メイツ出版

376.8/ｶｻﾐ/9 大学受験勉強法受かるのはどっち? 笠見 未央／著 KADOKAWA

376.8/ﾂｳｼ/9 通信制高校があるじゃん!　2016ー2017年版 学びリンク

376/ﾀｶﾊ/9 中学生高校入試のパーフェクト準備と勉強法 高濱 正伸／著 実務教育出版

498.14/ｲｼｴ/9 医師への道 日本医師会

595.5/ｱﾆﾒ/9 アニメ&ゲームコスプレMAKE&PHOTO
 （主婦の友ヒットシリーズ）

主婦の友インフォス情報社

673.98/ﾔｽﾀ/9 カフェオーナー・カフェスタッフ・バリスタになるには
 （なるにはBOOKS）

安田 理／編著 ぺりかん社

L726.5/ｱﾍｼ/9 ソードアート・オンラインabec画集 abec／著 KADOKAWA

726/ﾔﾅｷ/9 進撃の巨人空想科学読本 柳田 理科雄／著 講談社

778.77/ｷｼ/9 世界を変えるアニメの作り方 岸 誠二／著 洋泉社

782.4/ｷﾛｸ/9 記録が伸びる!陸上競技跳躍　　（コツがわかる本） 森長 正樹／監修 メイツ出版

837/ﾏﾝｶ/9 マンガでよくわかるホントに通じる英会話 読売中高生新聞編集室／著 かんき出版

911.16/ﾄﾘｲ/9 セーラー服の歌人 鳥居 岩岡 千景／著 KADOKAWA

913.6/ｲｼｻ/9 ボカロは衰退しました? 石沢 克宜／著 PHP研究所

913.6/ｷﾖｳ/9 戦国小町苦労譚　1　　（EARTH STAR NOVEL） 夾竹桃／著 アース・スターエンターテイメント

913.6/ｻｷﾔ/9 もしも剣と魔法の世界に日本の神社が出現したら　2 先山 芝太郎／[著] アルファポリス

913.6/ﾌｶﾐ/9 劇場版PSYCHO-PASSサイコパス 深見 真／著 マッグガーデン

913.6/ﾔﾏﾌ/9 私の気の毒な婚約者　　（IRIS NEO） 山吹 ミチル／著 一迅社

913.6/ﾕｳｷ/9 いまひとたびと、なく鵺に　　（陰陽師・安倍晴明） 結城 光流／著 KADOKAWA

913/ｸﾜﾊ/9 表参道高校合唱部!　[1]　　（部活系空色ノベルズ） 櫻井 剛／脚本 学研プラス

913/ﾄﾐﾔ/9 天と地の方程式　3 富安 陽子／著 講談社

913/ﾏﾂｵ/9 真田十勇士　3 松尾 清貴／著 理論社

920/ﾛｼﾝ/9 魯迅　　（ちくま評伝シリーズ<ポルトレ>） 筑摩書房編集部／著 筑摩書房

B913.6/ｶﾄﾉ/9 オルタナティヴ・エゴの乱逆　　（電撃文庫） 上遠野 浩平／[著] KADOKAWA

B913.6/ｶﾜｷ/9 人生えくすとら　　（ガガガ文庫） 川岸 殴魚／[著] 小学館

B913.6/ｸﾜﾊ/9 無頼星ブルース　　（コバルト文庫 炎の蜃気楼） 桑原 水菜／著 集英社

B913.6/ｻｲﾊ/9 渦森今日子は宇宙に期待しない。　　（新潮文庫nex） 最果 タヒ／著 新潮社

B913.6/ｼﾕｳ/9 灰と幻想のグリムガル　level.7　　（オーバーラップ文庫） 十文字 青／著 オーバーラップ

B913.6/ｽﾄｳ/9 おれ、力士になる　　（講談社文庫） 須藤 靖貴／[著] 講談社

B913.6/ﾄｱ/9 鵺の鳴く夜が明けるまで　　（双葉文庫 comico BOOKS） door／著 NHN comico

あなたの趣味や実用にお役立ち！　～趣味と実用書の新刊～

読んでみよう！　新刊の読み物

ティーンズ向け文庫　みんなに人気の文庫本！

★本のPOPを大募集！ハガキ大の画用紙に自由に書いて、ティーンズエリア備え付けの箱に入れよう！



 

 

 

 

 

 

今回は、１０代でデビューした作家の特集です。 

１０代だから書けるリアルな感性、エネルギーがいっぱいの作品ばかりです。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10代デビュー作家のパワフルな作品は多数あります。 

作家名 書名 出版社 デビューした年齢 

三並夏 平成マシンガンズ      河出書房新社 １５歳 

乙一 夏と花火と私の死体 集英社  １７歳 

羽田圭介  黒冷水 河出書房新社 １７歳 

島本理生 シルエット  講談社 １７歳 

日日日 私の優しくない先輩  碧天舎  １８歳 

響野 夏菜 月虹のラーナ   集英社 １９歳 

 

１０代でデビューした 

作家特集 

 

『桐島、部活やめるってよ』  集英社 

１９歳大学在学時、小説すばる新人賞受賞 

高校男子バレー部のキャプテン桐島が部活をやめ

たことで、同級生５人の日常が少し変化します。そ

れぞれの登場人物の心理が丁寧に描かれています。

繊細なのに、クールで距離のとり方が１０代らしい

作品です。また、直木賞受賞の『何者』は就活する

大学生をリアルかつ切実に描いています。 

 

『インストール』  河出書房新社 

１７歳高校在学時、文藝賞受賞 

具体的な夢はないけど野望はある女子高生が登校

拒否になり、へんなきっかけで知り合った小学生

と押し入れのＰＣを使って風俗チャットでひと儲

け。発想が面白く中編小説で読みやすい作品です。 

綿矢りさは、１９歳の時に『蹴りたい背中』で、

史上最年少芥川賞を受賞しています。 

  

『ジョナさん』  講談社 

１６歳高校在学時、２作目 

高校 2年生の時に“もうすぐ受験生というなんとも

微妙なポジションにいる高校生のありのままの気

持ち”を忘れないために書いた”と作者は語ってい

ます。高校生が悩み、考え、周りの人と関わってい

く、そして自分の道を見つける姿が印象的です。 

1 作目は、高１の時、『佐藤さん』講談社児童文学新人賞佳作を

受賞しています。 

 

『リアル鬼ごっこ』 文芸社 

２０歳で自費出版 

西暦 3000年王の命令で佐藤姓の人間を抹殺する

ための、「リアル鬼ごっこ」がスタート、大学生

の佐藤翼は、幼いころに別れた母妹を探し闘い

ます。意外な結末が･･･。読んでいる時のドキド

キ感、ラストシーンの主人公に拍手をおくりた

くなります。   『＠ベイビーメール』等中高生に人

気の作品が多数あります。 

綿矢 りさ 朝井リョウ 

片川優子 山田悠介 

 

 

 

 



美原図書館のティーンズエリアには、中高生に人気の小説や、部活、趣味の本、進路の本など

を6000冊以上常設しています。本を読みたい、調べ物をしたいときはティーンズエリアを活

用してください。きっとお役に立てると思います。もし、探している本が見つからないとき

は、カウンターの職員に声をかけてください。

理不尽な孫の手／著 　KADOKAWA

１．

２．

無職転生 2

サカモト666／[著]　アルファポリス 

月の魔法は恋を紡ぐ　１

7．

佐野 しなの／[著]　KADOKAWA

7．

元帥閣下の婚前旅行

下読み男子と投稿女子　

転生しちゃったよ　[1]7．

野村 美月／著　KADOKAWA

２．

ヘッドホン侍／[著]　アルファポリス

火曜日～金曜日　　　　　 １０：００～２０：００

土曜日　日曜日　祝日　　１０：００～１８：００

堺市立美原図書館　　　Ｔｅｌ　３６９－１１６６

7．

三瀬川さんの冥界カウンセリング　

ダンジョンシーカー　[1]

～特色棚のお知らせ～

富樫聖夜　KADOKAWA

とあるおっさんのVRMMO活動記　３,4,5,

椎名ほわほわ　アルファポリス

無職転生　1

理不尽な孫の手／著　KADOKAWA　

貸出ランキング（5／1現在）

堺市内の図書館では特色棚を設けていま

す。どうぞ、ご利用ください。

中央図書館　地域資料コーナー

中図書館　　 教育情報コーナー

東図書館　　 ビジネス書コーナー

西図書館　　 健康情報コーナー

南図書館　　 生涯学習コーナー

北図書館　　 子育て支援情報コーナー

美原図書館　ティーンズエリア

小田 マキ／著　一迅社

4．

7．

元帥閣下の略奪婚　

小田 マキ／著　一迅社

7．

美原図書館では、ティーンズの皆さんにおすすめの本のＰＯＰを募集しています。 

ハガキ大の画用紙に楽しいＰＯＰを書いて、ティーンズエリアに備え付けてある箱に入れ

てください。（用紙はティーンズエリアにも置いてありますが、ハガキ大の厚紙ならなん

でもOKです。） 

必ず書いて欲しいことは、「書名」「著者名」「出版社」です。 

挿絵を描いたり、カラフルに色づけたり、見た人が読んでみたいと思うようなＰＯＰを 

お待ちしています。大人の方からの応募も大歓迎です！ 

書いてくれたＰＯＰはティーンズエリアの掲示板で紹介させていただきます！ 

図書館でＰＯＰを書きたい
人には、色鉛筆や色ペンな
どをお貸しします。 
カウンターの職員に遠慮な
くご相談くださいね！！ 

ティーンズエリア 

おすすめ本のＰＯＰ大募集!! 


