
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』

　　　　　　/著       出版

 『怪盗ルパン謎の旅行者』
　世界ショートセレクション

ルブラン ショートセレクション

タイムカードを押してから残業!?

「毎日が夢の中のできごとではないと、どうしてわかる？」「カーナ
ビの声の人はどうやって行き先がわかるの？」「ほかの人より歌が
じょうずな人がいるのはなぜ？」
『世界一素朴な質問、宇宙一美しい答え」（2013年）の続編。原書
名である”Does My Goldfish Know Who I am?"ー「わたしが飼って
いる金魚は、わたしがだれだかわかってる？」ほか、計１３１のイギ
リスの子どもたちからの質問に、各分野の第一人者が回答を寄せ
ています。巻末のクイズの回答に至るまで、一切手抜きなし。

 「画集」のような
「名作短編」

TVで話題のブラック企業って何？バイトにもブラックってあるの？

大人になってから役に立つ、働く人と会社のルールをやさしく解

説。

バイトしている人もしていない人にも読んでほしい。シリーズは『タ

イムカードを押してから残業！？』『テストなのに休めない？』と刊

行予定の1冊を含めて３冊。薄くて読みやすい本です。

2017年3月

　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!!新刊の中からおすすめの本をご紹介します!!

河出書房新社 033/セカイ 汐文社　　366/キオツ

理論社　953/ルフラ乙女の本棚シリーズ　立東舎

平岡 敦／訳 　ヨシタケ シンスケ/絵

『猫　町』
萩原朔太郎／著

しきみ／絵　 913.6/ﾊｷﾜ

ｆｒｏｍ　ティーンズ　エリア

ＴＥＥＮＳ　ＡＲＥＡ　vol.71

ブラックバイトから子どもたちを守る会／編

「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、大人気! ボカロ楽曲×小説　ボカロ小説特集。

大好きな音楽の世界を小説で楽しんでみよう！

『  世界一ときめく質問、
             宇宙一やさしい答え
ー世界の第一人者は子どもの質問にこう答えるー   』

絵はもちろんのこと、文章の配置、文字の色、背景の色、さまざ
まな要素で世界観を表現。
文章は「名作」そのままではあるが、「名作」を使って作り上げた
作品といった趣。
文章を読めばより深く世界観に浸れるが、眺めるだけでも楽しめ
るシリーズ。

　『　気をつけよう!
　　ブラックバイト・ブラック企業　1
いまから知っておきたい働く人のルール　』

おとなになっても、
知らないことは山ほどある！

ジェンマ・エルウィン・ハリス/編

フランスの作家、モーリス・ルブランの名作アルセーヌ・ルパン・

シリーズの中から、パリから逃れるルパンが列車で怪しい男と

遭遇し、ルパンがルパンを追う「謎の旅行者」のほか、３つの短

編が収められています。「冒険者、冒険愛好家」ルパンの推理

力、行動力、立ち向かう姿に惹きつけられます。

モーリス・ルブラン/著  　　Maurice　Leblanc

『女生徒』
太宰治／著

 今井キラ／絵　913.6/ﾀｻｲ

ルパンのいざなう推理のうずへ！



請求記号 書誌情報 著者名 出版者

150/ｶﾝﾌ 人がいじわるをする理由はなに?　　（10代の哲学さんぽ 8） ドゥニ・カンブシュネ／文 岩崎書店

366.29/ﾁﾕｳ 中学生・高校生の仕事ガイド　2017-2018年版 進路情報研究会／編 桐書房

370.35/ｷｺｸ 帰国子女のための学校便覧　2017
海外子女教育振
興財団／編集

海外子女教育振
興財団

376.8/ｵﾝｶ 音楽大学・学校案内　2017 音楽之友社

376.8/ｶﾝｺ 看護・医療系学校最新入学全ガイド　2017 さんぽう

376.8/ｶﾝｻ ゼロから1カ月で受かる大学入試面接のルールブック 神崎 史彦／著 KADOKAWA

376.8/ﾁﾕｳ 中学卒・高校転編入からの進学　2017 学びリンク

410.4/ﾕｳｷ 数学ガールの秘密ノート 結城 浩／著 SBクリエイティブ

498/ｲﾄｳ イラスト版子どものストレスマネジメント 伊藤 絵美／著 合同出版

498/ｻｷﾖ 作業療法士の一日　 （医療・福祉の仕事見る知るシリーズ
10代の君の「知りたい」に答えます）

WILLこども知育
研究所／編著

保育社

507.9/ｵｵｺ できる!プラモデル完全バイブル　　 オオゴシ トモエ／著 大泉書店

629.41/ｽﾄｳ 自然保護レンジャーになるには　　（なるにはBOOKS 73） 須藤 ナオミ／著 ぺりかん社

726.50/ｷﾔﾗ キャラクターデッサン画力アップ講座               ゾウノセ／著 玄光社

726.50/ﾜｿｳ 和装・洋装の描き方 八條 忠基／監修 朝日新聞出版

783.5/ﾅｶﾓ ソフトテニス オールラウンド力を高める（身になる練習法） 中本 裕二／著 ベースボール・マガジン社

789.3/ｹﾝﾄ 剣道基本と戦術　　（パーフェクトレッスンブック） 井島 章／監修 実業之日本社

816.5/ﾔｽﾀ 採点者に好印象を与える高校入試小論文・作文のオキテ55 安田 浩幸／著 KADOKAWA

913.6/ｳﾒｷ 破賢の魔術師 うめき うめ／著 アルファポリス

913.6/ｸﾄｳ
勇者から王妃にクラスチェンジしましたが、なんか思ってた
のと違うので魔王に転職しようと思います。4（アリアンローズ）

玖洞／著 フロンティアワークス

913.6/ﾀｹﾀ 石黒くんに春は来ない 武田 綾乃／著 イースト・プレス

913.6/ﾄｳﾉ 婚約破棄系悪役令嬢に転生したので、保身に走りました。　2 灯乃／著 アルファポリス

913.6/ﾜﾀﾘ 小説ガーリッシュナンバー　2 渡 航／著 KADOKAWA

913/ｲﾄｳ 車夫　2　　（Sunnyside Books） いとう みく／作 小峰書店

913/ｼﾕｳ 14歳　　（YA!ENTERTAINMENT YA!アンソロジー） 小林 深雪／著 講談社

913/ﾅｼﾔ きみのためにはだれも泣かない（teens' best selections 42） 梨屋 アリエ／著 ポプラ社

913/ﾊﾔﾐ 都会(まち)のトム&ソーヤ　14上　　（YA!ENTERTAINMENT） はやみね かおる／著講談社

B913.6/ｵｵﾀ あしたはれたら死のう　　（文春文庫） 太田 紫織／著 文藝春秋

B913.6/ｶﾜｷ 人生ぷち　　（ガガガ文庫 ） 川岸 殴魚／著 小学館

B913.6/ｸｲﾋ 翠玉姫演義　　（富士見L文庫） 柊平 ハルモ／著 KADOKAWA

B913.6/ｼﾗｽ 暁の王女　　（コバルト文庫） 白洲 梓／著 集英社

B913.6/ｼﾝｶ 小説ほしのこえ　　（角川文庫） 新海 誠／原作 KADOKAWA

B913.6/ﾅﾅﾂ 天使は奇跡を希う　　（文春文庫 ） 七月 隆文／著 文藝春秋

B913.6/ﾕｳｷ 境の岸辺に甦れ（角川ビーンズ文庫  少年陰陽師 [49] [厳霊編] [1]） 結城 光流／著 KADOKAWA

B913.6/ﾖｲﾉ ヤーンの虜　　（ハヤカワ文庫  グイン・サーガ 140） 宵野 ゆめ／著 早川書房

B913.6/ﾜﾄﾘ Fが鳴るまで待って　　（集英社オレンジ文庫） 我鳥 彩子／著 集英社

あなたの趣味や実用にお役立ち！　～進路・進学の新刊など～

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！



 

 

 

 

ボ カ ロ 楽 曲 × 小 説 

ボ カ ロ 小 説 特 集 
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 『小説 千本桜』 913.6/ｲﾂﾄ 

原作：黒うさ P、WhiteFlame 

著・イラスト：一斗まる 

株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス 

 

 
ボカロ人気曲「千本桜」を小説化。全 5 巻。大

正 100 年、年中桜が咲き乱れる新帝都、桜京を

悪しき影憑から護るため、“神憑特殊桜小隊”

が立ち上がる。 

じんが書き下ろした小説。全 7 巻。

8 月 14 日と 15 日の物語。目に関す

る能力をもつメカクシ団が事件に

立ち向かう。 

2016 年映画化。 

『告白予行練習』 B913.6/ﾌｼﾀ 

HoneyWorks/原案  藤谷燈子 /著 

KADOKAWA  

高校生の市位ハナはクラ

スメイトとデスゲームに

参加することになった。

ニコニコ動画の人気楽曲

の小説化。全 6 巻。 

 

 

華やかな高校生活に憧れて私立ミカグラ学

園に入学したエルナを待っていたもの

は･･･。全 8 巻 

『 星の王子さま 』  

サン＝テグジュペリ 作 内藤濯 訳 岩波書店 Y ｻﾝﾃ 

 

 

 

『脳漿炸裂ガール』B913.6/レルリ 

れるりり/原案 吉田恵里香/著 

KADOKAWA  

 

HoneyWorks の胸

キュン楽曲を小

説化。高３の夏樹

は幼なじみの優

に告白できるの

か。2016 年映画

化。「告白予行練

習」シリーズは全

6 巻 

 

『カゲロウデイズ』B913.6/ｼﾝｼ   

じん（自然の敵 P）/著  

株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ エンターブレイン  

 

 

 

ぼくが砂漠でひとり、パンクした飛行機の修理をしている時、星の王子さまに出会

いました。王子さまは「ヒツジの絵をかいて」とたのみます。ぼくは王子さまに絵を

かいてあげ、王子さまが故郷の星に残してきた花のことや友だちのキツネの話を聞き

ます。やがて二人に別れの時が訪れて…。 

 －かんじんなことは目に見えないんだよ－数々の名言を生んだこの童話は作者が親

友にささげた本です。友だちのことを想うあなたに。 

  

★ティーンズのみんなに一度は読んでもらいたい 1 冊！ 

 

 

 

 

©KAGEROU PROJECT / 1st PLACE 2012 

 

 

『ミカグラ学園組曲 1』 

B913.6/ﾗｽﾄ Last Note./著 

KADOKAWA 

https://www.lib-sakai.jp/licsxp-opac/WOpacTifDetailtoListAction.do?syurui=2&syuruivalue=Last+Note.%ef%bc%8f%e8%91%97
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih1deWoNXRAhUBjZQKHVtRAmgQjRwIBw&url=http://01.gatag.net/0005525-free-illustraition/&psig=AFQjCNF2lIN1-kq_Y-Q9vvVA9uWo6OE8NA&ust=1485157211391721


玖洞／著　フロンティアワークス

5

深山 くのえ／著　小学館

飛天の風（小学館ルルル文庫 ルみ1-28 六男坊と陰陽師 [1]）

無職転生　１　１０　（MFブックス）

異世界薬局　1　　（MFブックス）

貸出ランキング（2／1現在）

理不尽な孫の手／著　KADOKAWA

高山 理図／著　KADOKAWA

理不尽な孫の手／著　KADOKAWA

１

勇者から王妃にクラスチェンジしましたが、なんか思ってたのと
違うので魔王に転職しようと思います。　3

3 私の気の毒な婚約者　1（IRIS NEO）

山吹 ミチル／著　一迅社　

3

1

   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

     http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/library/index.html

　　    　　　　 ♡ありがとう♡

八田 若忠／著　アルファポリス

5

5

無職転生　9　　（MFブックス）

異世界転移したよ!　1

図書館情報システムが新しくなりました！キーワードを入れると簡単に本が探せます。 

検索結果で関連資料が表示されるので、たくさんの情報がゲットできます。図書館内のOPAC

や自宅からでも検索できます。スマホ専用ページもあり超便利です。図書館ホームページを

利用してね♪ 

図書館使いこなし術 その３ 
★かんたん検索で本を探そう！ 

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。 

府立農芸高校の

皆さんが美原図

書館玄関を季節

ごとのきれい花

で飾ってくれてい

ます。 


