
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』

　　　　　　/著       出版

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』

　　　　　　/著       出版

学校や塾でのアンケートにこたえる５人の男女の生徒。それぞれ

が、高校受験、友達、彼女の事で自分の気になっていることを思

い出し、自分と向き合い答えていきます。ダイエットの失敗で不登

校になった人、友達関係に疲れ塾を２回代わった人、あなたと同じ

悩みの人もいて、読み終わるとスッキリするかもしれません。

六人の作家が語る読書体験

Ｎ県稗南郡稗南町の15歳の由宇の父が「X-01」と言い残して急

死した。「X-01」を求めて、謎の男たちがやってきます。一方、

滅亡の危機にある小国、永依で隻眼の将軍に拾われ戦士とし

て育てられた破壊神の名をもつラタ。全く違う世界の二人の少

女の未来がどのようになっていくのか。　「NO.6」シリーズに続く

長編小説。

　発行　堺市立美原図書館

　草野たき/著　 Taki Kusano あさのあつこ/著  Atsuko Asano

  　　講談社 　 913/クサノ 講談社　913/ｱｻﾉ

2016年12月

難病の母を手伝い料理を作っていた６歳の少年の夢は「自分の

作った料理でみんなを笑顔にしよう」でした。しかし、彼もまた母と

同じ病気になりしだいに運動機能が衰え、ついには火を使うことを

禁止されます。友人や仲間に支えられ困難を乗り越え、火を使わ

ない料理のレシピ本を出版した下田昇兵さんの物語です。

自分のキャラなんてわかんないや
お遊びの時間は終わった。
戦いが始まる。準備しろ。

『　きみに贈る本　』

夢を持ち続けるって素晴らしい!!

百瀬しのぶ／文　Shinobu　Momose

ｆｒｏｍ　ティーンズ　エリア

ＴＥＥＮＳ　ＡＲＥＡ　vol.70

中村文則ほか/著　Fuminori　Nakamura

『　Q→A　』

「ｆｒｏｍ　ティーンズ エリア ＴＥＥＮＳ ＡＲＥＡ」とは、

ティーンズのみなさんと図書館を結ぶ年４回発行の情報誌です☆

図書館を気軽に活用してもらうための図書館の使いこなし術や

新刊書、おすすめの本を紹介します。

今回は、ちょっとハマれば楽しい！ティーンズ向け趣味の本。

自分らしい好きなこと始めてみませんか？

『レシピにたくした料理人の夢
    −難病で火を使えない少年−』

中村文則、佐川光晴、山崎ナオコーラ、窪美澄、朝井リョウ、円

城塔の六人の作家が、自己紹介代わりに自身の本を１冊と,読書

体験を振り返ってさまざまなエピソードを交えて作品を紹介してい

ます。最強の「中２病」小説や人生を照らす読書体験があったり

独特な読み方など、バラエティ豊かな読書案内。あとがきにかえ

ての、本にまつわるQ＆Aも個性的で面白い。

新刊の中からおすすめの本をご紹介します!!

汐文社 289/モモセ 中央公論新社　　019.9/ｷﾐﾆ

 『　X-01　壱　』
(YA!ENTERTAINMENT）



ティーンズエリア新着図書（2016年9月～2016年11月）

請求記号 書名 著者名 出版者

B104/ﾄﾔ Jポップで考える哲学　　（講談社文庫） 戸谷 洋志 講談社

172/ｲﾗｽ イラストでわかる日本の神々の教科書 椙山 林継 カンゼン

210.1/ｶｹﾛ カゲロウデイズで中学歴史が面白いほどわかる本 じん(自然の敵P) KADOKAWA

289/ﾊﾂﾌ ハッブル　　（岩波ジュニア新書） 家 正則 岩波書店

309.33/ﾏﾙｸ マルクスの心を聴く旅 内田 樹 かもがわ出版

310/ｻｲﾄ 学校が教えないほんとうの政治の話　　（ちくまプリマー新書） 斎藤 美奈子 筑摩書房

371.42/ﾁﾕｳ 中高生からのライフ&セックスサバイバルガイド 松本 俊彦 日本評論社

376.8/ｺｳｺ 高校受験ガイドブック　29年度 大阪進研

376.8/ｺｳﾘ
公立・私立高校への進学　2017　関西版
             　（がくあん合格へのパスポートシリーズ）

教育・出版ユーデック

410/ﾖｼｻ 生き抜くための高校数学 芳沢 光雄 日本図書センター

431.11/ｸﾚｲ 世界で一番美しい元素図鑑 セオドア・グレイ 創元社

594.2/ｸﾏﾉ くまのプーさんはじめての刺繍 大塚 あや子／監修 KADOKAWA

594.6/ﾏｴｶ ディズニーツムツムアイロンビーズ　（レディブティックシリーズ） 前川 朋子 ブティック社

645.6/ｲﾉｳ ドッグトレーナー・犬の訓練士になるには（なるにはBOOKS） 井上 こみち ぺりかん社

760.33/ｽｲｿ 吹奏楽のための音楽用語・記号辞典 シンコーミュージック・エンタテイメント

761.8/ｵｵｷ 作曲少女 仰木 日向 ヤマハミュージックメディア

783.59/ﾀｹﾏ いちばんうまくなる!バドミントンの新しい教科書 竹俣 明 日本文芸社

830/ﾍﾙﾄ 楽しく習得!英語多読法　　（ちくまプリマー新書） クリストファー・ベルトン 筑摩書房

913.6/ｱｻｸ 失恋覚悟のラウンドアバウト 浅倉 秋成 講談社

913.6/ｻｶﾏ 悪魔のような公爵一家 逆又 練物 TOブックス

913.6/ｾｷﾑ 悪役転生だけどどうしてこうなった。　1　　（アリアンローズ） 関村 イムヤ フロンティアワークス

913.6/ﾅｶﾑ BanG Dream!バンドリ 中村 航 KADOKAWA

913.6/ﾐｽｷ 教室の灯りは謎の色 水生 大海 KADOKAWA

913.6/ﾕﾓﾘ 猫の手でもよろしければ　　（レジーナブックス） 遊森 謡子 アルファポリス

913.6/ﾜﾀﾘ 小説ガーリッシュナンバー　1 渡 航 KADOKAWA

913/ｺﾏｴ 真田十勇士　外伝 小前 亮 小峰書店

913/ﾌﾙｳ フラダン　　（Sunnyside Books） 古内 一絵 小峰書店

913/ﾖｼﾉ いい人ランキング 吉野 万理子 あすなろ書房

B913.6/ｱｵｸ 鬼へ鳴く月へ笑う　　（小学館ルルル文庫） 青暮 波緒 小学館

B913.6/ｶﾜｶ 人狼ゲームPRISON BREAK　　（竹書房文庫） 川上 亮
アミューズメントメディア総合学院
AMG出版

B913.6/ｷｻｷ バスケの神様　　（集英社オレンジ文庫） 木崎 菜菜恵 集英社

B913.6/ｺﾀｲ 豹頭王の来訪　　（ハヤカワ文庫 JA グイン・サーガ） 五代 ゆう 早川書房

B913.6/ｼﾝｶ 君の名は。　　（角川スニーカー文庫） 新海 誠 KADOKAWA

B913.6/ﾔﾅｷ 最果てのパラディン　1　　（オーバーラップ文庫） 柳野 かなた オーバーラップ

B913.6/ﾕｳｷ いつか命の終わる日が　　（角川ビーンズ文庫 少年陰陽師） 結城 光流 KADOKAWA

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！



 

  

   ティーンズ向け趣味の本 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

『はじめてでもおいしく作れる!ケーキ

とクッキー』小島喜和/著 

西東社 596.65/ｺｼﾏ 

 

 

お菓子を作ってみよう！はじめての

人にも写真つきでやさしく分かる。 

『鉄道写真をはじめよう! 』メ

イツ出版 743/ﾃﾂﾄ 

小さくかわいいデフォルメキャ

ラを描こう！表情、動作、色塗り

まで徹底解説。 

『これでできる!スケートボード ABC』 

トランスワールドジャパン 786/ｺﾚﾃ 

 

『カッコよく弾きたい!ボカロソング    

シンコーミュージック・エンタテイメント 

L763.2/ｶﾂｺ 

 ボカロ曲をピアノで弾こう！「ゴー

ストルール」「カゲロウデイズ」など

全２３曲の楽譜。歌詞付き。 

 

スケートボードに乗ってみたい！

スケートボードの安全で楽しい乗

り方、転び方をくわしく紹介。 

『レンアイ、基本のキ』 

 
 

 

『超初心者でも編める!棒針編み

のマフラー・帽子・ミトン』朝日

新聞出版/編集 朝日新聞出版 

594.3/ﾁﾖｳ 

手編みに挑戦してみよう！わかりやすい

プロセス写真つきでわかりやすい。初め

ての人にも編めます。 

『デフォルメキャラの描き方』濱元

隆輔/著 玄光社/726.50/ﾊﾏﾓ 

 

この本を読めば、好きな人と両想いになれる！長く付き合う方法が分かる！ 

・・・わけではありません。 

恋愛について、「そんなの好きなんだから当たり前」「恋人同士ならこうあるべき」 

っていうイメージありませんか？ 

でも、それって本当？それで本当に二人とも幸せ？ 

この本には、幸せな恋愛とは何か、そしてもし幸せではない関係になってしまった場合、 

そこから脱するにはどうしたらいいか、が書かれています。 

幸せになるために、「不幸な恋愛はしないほうがいい」。 

「恋愛でありさえすれば、無条件で素晴らしいのではない」。 

という内容なので、読んで楽しい！と思える本ではありませんが、 

自分と大切な人のためにも、読んでもらいたい１冊です 

打 越 さ く 良 ／ 著  

岩波書店 152/ｳﾁｺ 

 

 

★ティーンズのみんなに一度は読んでもらいたい 1冊！ 

 

  

 

駅での列車撮影や、走行する列

車を撮るテクニックなどをわ

かりやすく解説。紹介されてい

る写真を見るだけでも楽しい。 

 

 



　おすすめ本のＰＯＰ大募集!!
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」「出版者」です。
たくさんの方に楽しい本を紹介して、読書の輪を広げ
ていきましょう♪

貸出ランキング（11／1現在）
１ とあるおっさんのVRMMO活動記　6　

椎名 ほわほわ／著　アルファポリス

2 無職転生　8　　

理不尽な孫の手／著　KADOKAWA

2 私がアンデッド城でコックになった理由

山石 コウ／著　アルファポリス

4 王人　2　

神田 哲也／著　アルファポリス

4 男装騎士の憂鬱な任務　1

さき／著　KADOKAWA

4 転生しちゃったよ　2

ヘッドホン侍／著　アルファポリス

4 転生しちゃったよ　[1]　

ヘッドホン侍／著　アルファポリス 

4 とあるおっさんのVRMMO活動記　5 、7

椎名 ほわほわ／著　アルファポリス

   火曜日～金曜日　　　 １０：００～２０：００ 4 花酔夢　

   土曜日　日曜日　祝日　１０：００～１８：００ 藍川 竜樹／著　集英社

   堺市立美原図書館　　Ｔｅｌ　３６９－１１６６ 4 無職転生　1、7、10

     http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/library/index.html 理不尽な孫の手／著　KADOKAWA

図書館でＰＯＰを書きたい人には、鉛筆や色

ペンなどをお貸しします。 
カウンターの職員にご相談くださいね！！ 

休日はどんなふうに過ごしていますか？スマー

トフォンやゲームをしている人が多いかな？ 

ちょっと時間がある時、リフレッシュに身近にあ

る図書館に行ってみない？本だけではなく中高

生向きの雑誌やCDもあります🎶 

図書館は、ひとりでも、友達と一緒にも行けるし、

特に目的がなくてもOK！ 

気軽に美原図書館にきてね♬ 

図書館使いこなし術 その２ 
★図書館に行ってみよう 

ティーンズエリア 

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。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ね。 


