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小池昌代/著　Masayo Koike

「ｆｒｏｍ 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ティーンズ向けの情報や

新刊書、おすすめの本を紹介します。

今回は、頑張るきみを応援！部活本特集です。

部活初心者で基礎から学びたい人にも、もっと上達したい人にも

きっと役に立つ情報がいっぱいです。

　『  時間ってなに?

　流れるのは時?それともわたしたち?

　　　　　　　（１０代の哲学さんぽ）　』

2017年6月

　発行　堺市立美原図書館

　　『　ときめき百人一首

　　　　　　　　　(14歳の世渡り術)　』

クリストフ・ブトン／文   Christophe Bouton 

「今」と言った瞬間、それは「過去」になる。時計の一分と自分で

数える一分は違う･･･｡紀元前の昔から、人は時間についていろ

いろ考えていたんだ。この本で紹介されている学者や作家の関

連本もつい読みたくなるよ。

なんとなく知っている人が多い百人一首。でもちょっと難しそうな気が

しますね。和歌を読むと「春」「夏」「秋」「冬」のほか、「恋」「離別」など

大昔の作者のまなざしを感じることができます。この本ではわかりや

すい現代語訳と時代背景などの解説があり、どのように読んだらよ

いのかがわかります。ぜひあなたのときめきの一首を見つけてくださ

い。

 伏見 操／訳 　 ジョシェン・ギャルネール/絵

妖しさ漂う不可思議な世界

新刊の中からおすすめの本をご紹介します!!

岩崎書店 　112/ﾌﾄﾝ 河出書房新社 　911/コイケ

無限の可能性から何を選択するか・・・

未来を考えるってそういうこと。

 　『  空への助走

            福蜂工業高校運動部　　』

『文豪ノ怪談ジュニアセレクション　夢』

恋すてふ　我が名はまだき　立ちにけり

人知れずこそ　思ひそめしか

恋してるという噂が立ってしまった。

まだこっそりあの人をおもいはじめたところなのに。

引退した元陸上部部長の涼佳に告白してきた後輩の柳町。

涼佳は、今は東京で大学生活を送る巧海先輩のハイジャンプ

の記録に近づく努力をするよう話す。出直してくると言った柳町

は巧海先輩の記録を目指し、打って変わったように練習に打ち

込む。

いつしか涼佳は受験勉強の傍ら、その姿を追っていた。表題作

他、３作の青春×恋愛小説。

「怪談」をテーマに古今の文豪の短編を集めたシリーズの第1巻。

不思議な夢、悪夢･･････夢と現（うつつ）が混ざり合い、不可思議な

世界を作り出す。

総ルビ、現代表記、現代仮名づかいとなっているが、原文を尊重。

そのため少し読みにくくはあるものの、ひたひたと迫ってくる恐怖、薄

気味悪さが増している。

壁井 ユカコ／著   Yukako Kabei 東雅夫／編　　山科理恵/絵

　集英社　 913.6/ｶﾍｲ 汐文社 913/フンコ

今日跳べんくても、来年もっと

高いとこに行くために、あいつは

今助走はじめたとこなんや



請求記号 書名 著者名 出版者

007/ｼﾖｳ/9 小中学生からはじめるプログラミングの本
（日経BPパソコンベストムック）

日経パソコン／編 日経BP社

021/ﾐﾔﾀ/9 正しいコピペのすすめ  （岩波ジュニア新書 849） 宮武 久佳／著 岩波書店
159/ﾐｽﾀ/9 どこまでも生きぬいて  （心の友だち） 水谷 修／著 PHP研究所
160/ｼﾏｿ/9 宗教ってなんだろう?  （中学生の質問箱） 島薗 進／著 平凡社

314/ﾊﾅｼ/9 話したくなる世界の選挙 コンデックス情報研究所／
編集 清水書院

335/ｳﾗｻ/9 あなたのキャリアのつくり方 （ちくまプリマー新書 272） 浦坂 純子／著 筑摩書房
366/ｶﾝｶ/9 考えよう!女性活躍社会 1 孫 奈美／編 汐文社
375/ﾌﾅﾄ/9 中学一冊目の参考書 船登 惟希／著 KADOKAWA

375/ﾏﾝｶ/9 マンガでやさしくわかる中学生・高校生のための手帳の使い方 NOLTYプランナーズ／
監修

日本能率協会マネジ
メントセンター

376.8/ﾂﾀ/9 学校選びの原則 津田 敏／著 風詠社
385/ｱﾝﾄ/9 13歳からのマナーのきほん50 アントラム栢木利美／著 海⻯社
726.10/ｺﾉﾏ/9 このマンガがすごい! 2017 『このマンガがすごい!』

編集部／編 宝島社
736/ﾓｹﾘ/9 かわいい消しゴムはんこ mogerin／著 朝日新聞出版

837/ｾｲﾝ/9 中学英語で日本を紹介する本  （14歳の世渡り術） デイビッド・セイン／
著 河出書房新社

913.6/ｷﾀｶ/9 秘密結社Ladybirdと僕の6日間 喜多川 泰／著 サンマーク出版
913.6/ﾂｷﾉ/9 魔王の器 1 月野 文人／著 KADOKAWA
913.6/ﾃﾙﾌ/9 デルフィニア戦記公式ガイドブック C★NOVELS編集部／編 中央公論新社
913.6/ﾌｼｻ/9 BLOOD#  （MAG Garden NOVELS） 藤咲 淳一／著 マッグガーデン
913/ｼｲﾉ/9 僕は上手にしゃべれない（teens' best selections 43） 椎野 直弥／著 ポプラ社
913/ﾅｶｴ/9 家族コンプレックス  （NHKオトナヘノベル） ⻑江 優子／著 金の星社
913/ﾅｶﾑ/9 怪談5分間の恐怖 集合写真 中村 まさみ／著 金の星社

913/ﾏｷ/9
「悩み部」の平和と、その限界。
      （「5分後に意外な結末」シリーズ）

麻希 一樹／著 学研プラス

933/ｸﾘﾝ/9 ウィル・グレイソン、ウィル・グレイソン（STAMP BOOKS） ジョン・グリーン／作 岩波書店

933/ｽﾛﾝ/9 世界を7で数えたら  （SUPER!YA） ホリー・ゴールドバーグ・
スローン／作 小学館

953/ﾍﾂｻ/9 3つ数えて走りだせ エリック・ペッサン／著 あすなろ書房

B913.6/ｱｻﾉ/9 決戦のとき  （ポプラ文庫 ） あさの あつこ／[著] ポプラ社
B913.6/ｱﾏﾉ/9 よろず占い処陰陽屋狐の子守歌（ポプラ文庫） 天野 頌子／[著] ポプラ社
B913.6/ｼﾓﾑ/9 ソシャゲライタークオリアちゃん（ダッシュエックス文庫 ） 下村 健／[著] 集英社
B913.6/ﾄﾅﾐ/9 厨病激発ボーイ1〜４ （角川ビーンズ文庫） れるりり／原案 KADOKAWA
B913.6/ﾊﾂﾉ/9 ひとり吹奏楽部  （角川文庫 ） 初野 晴／[著] KADOKAWA
B913.6/ﾋｽｷ/9 ひるなかの流星  （集英社オレンジ文庫 ） やまもり 三香／原作 集英社
B913.6/ﾐﾈﾓ/9 こぐちさんと僕のビブリアファイト部活動日誌（電撃文庫 ） 三上 延／原作・監修 KADOKAWA

ティーンズエリア新着図書（2017年3月〜5月）

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！ 

あなたの趣味や実⽤にお役⽴ち！ 〜趣味と実⽤書の新刊〜

★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！



 

 

 

頑 張 る 君 を 応 援 ！ 

部 活 本 特 集 

 

 

 

  

  

 

＊ティーンズコーナーには、上記の部活本のほか、色々なクラブの部活本がそろっています。 

＊美原図書館では『サッカーダイジェスト』『Ｔｅｎｎｉｓ Ｍａｇａｚｉｎｅ』『月刊バスケットボール』 

『Ｎｕｍｂｅｒ』『アニメージュ』『一枚の繪』『月刊ピアノ』 など部活に役立つ雑誌もあります。 

 

 

 

『超やさしい吹奏楽 ようこそ!ブ

ラバンの世界へ(コミュニティ・ブッ

クス)』小髙 臣彦／著 日本地域社会

研究所 764.6/ｺﾀｶ  

吹奏楽の基本から、楽器の説明、指揮法、 

音楽用語までやさしくていねいに解説

しています。 

より大きな力、速いスピードを出すた

めのボディ革命メニュー。 

『部活で差がつく!勝つ剣道上達の

コツ 60 (コツがわかる本)』所正孝/

監修 メイツ出版 789.3／ﾌｶﾂ 

 

練習、心得、トレ

ーニング 剣道上

達のコツが写真入

りで説明されてい

ます。 

 

『 一瞬の風になれ １～３ 』   佐藤 多佳子／著 

講談社 913.6/サトウ 

 

 

『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 783.5/ﾅｶﾓ 

『中高生のためのサッカーボディ

革命 良い姿勢づくりでカラダの軸を

整え強さを手に入れろ!』中嶋慧/著 

ベースボール･マガジン社 783.47/ﾅｶｼ 

サッカーの天才的 DF の兄健一と違う道を選んだ神谷新二は、特に強豪校でもない公

立春野台高校陸上部に幼なじみ一ノ瀬連と入部した。連も中学時代に陸上で全国大会

まで出場した天才スプリンターだ。陸上の世界の厳しさや能力の差を感じつつも、走

る喜び、部活の仲間とのつながりを感じてインターハイを目指して新二は強くなって

いく。 

陸上を知らない人でもこの本を読んでいると、走っている時の身体の重さや、抜いた

り抜かれたりする気持ちや、走っている時に感じる風まで感じることができます。終

章で「俺たちは走り続けるだろう｡･･･俺の走る道。光る走路だ」ぐっと前を見つめる

新二の姿は心に残ります。2007 年本屋大賞受賞作。 

★ティーンズのみんなに一度は読んでもらいたい 1 冊！ 

 

 

 

基礎固めからオールラウンド力まで写真が多くわかりやすい。 

美術についての知識やイラストの描き方のほか、美術部ライブラ

リーでは美術部員に役立つ本の紹介もあります。 

『文化系部活動アイデアガイ

ド美術部』汐文社 700 



　

向日葵／著　双葉社

3

6

異世界転移したよ!　[1]　

異世界でもふもふなでなでするために

がんばってます。　[1]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 072-369-1166

3 無職転生　１2（MFブックス）

理不尽な孫の手／著　KADOKAWA

3

2

私の気の毒な婚約者　[1]　

高山 理図／著　KADOKAWA

虫かぶり姫　[1]　

貸出ランキング（5/10現在）

八田 若忠／[著]　アルファポリス

由唯／著　一迅社

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

ウサギ娘とだんな様　[1]　

くる ひなた／著　KADOKAWA

6

山吹 ミチル／著　一迅社

異世界薬局　1　

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を大募集します。

この本読みたい！と思わせるようなＰＯＰを書いて読書の輪を広げていきましょう♪

応募作品は美原図書館内で展示し、ベストＰＯＰ投票を行います。

上位に選ばれた作品は図書館ホームページに掲載します。

*POPとはイラストと文字で本を紹介するカードのことです。

①応募期間 平成２９年７月１日（土）～平成２９年９月７日（木）［必着］

②投票期間 平成２９年９月１６日（土）～平成２９年１０月１１日（水）

②対象 堺市在住、在学の中高生 作品はペンネームで掲示します。

③対象資料･･･図書のみ（マンガ、雑誌は不可）

④POPについて 大きさ：官製ハガキサイズ（100mm×148mm） 画材：自由

くわしくは館内のPOPコンクールポスターをみてください。

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。

ティーンズエリア


