
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』

　　　　　　/著       出版

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』

　　　　　　/著       出版

星はなぜ光る？
素朴な疑問から知る

星と宇宙の話

また一緒に相撲やらない？

ｆｒｏｍ　ティーンズ　エリア

小木曽健／著  KenOgiso

「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、「私たちがつくる明るい未来」平和と人権を考える
ティーンズの本の特集です。
みんなの生きていく未来を考える時間を作ってみませんか。

　『   すもうガールズ 　』

2017年9月

　発行　堺市立美原図書館

母子家庭で育つ中学３年生の麻美。母は家事もせず生活は荒

れている。夏休みには給食もないため、お腹を空かせている

が、非行に走る仲間の誘いには嫌悪感をいだく。そんな麻美は

学習支援塾「まなび～」で一緒に考えてくれる大人と手作りの

食事と出会う。麻美は自分の置かれている環境に絶望するの

ではなく、強く生きたいと思うようになる。１５歳の麻美が自分で

動き出す姿に希望を感じる。

プラネタリウム解説者の著者が、星や宇宙のキャラクターたちと

一緒に星と星座についての、みんなが考える素朴な疑問から、

「星までの距離」や「なぜ太陽の周りを回っているの？」などの難

しい疑問まで、わかりやすく説明。どのページからでも読むことが

できます。流れ星や、誕生星座など星のことを知っていると、親し

みがわき、秋の夜空を眺めるのが楽しみになります。

新刊の中からおすすめの本をご紹介します!!

幻冬舎　913.6／カノメ 筑摩書房  007/オキソ

　　　『  15歳、ぬけがら　』
　　『　星のきほん
　　 ゆかいなイラストですっきりわかる』

"最強のネットユーザー"になる方法

失恋した上、父の倒産で転校することになった遥。

人生なんて、ひとつも自分の思う通りになんてならない。全て投

げやりになった。

そんなとき、幼馴染の乙葉に再会し相撲部に誘われる。

努力なんて意味がない。それなのに、相撲部の団体戦に参加

することになった。

   ＴＥＥＮＳ　ＡＲＥＡ　vol.73

栗沢 まり／著　Mari Kurisawa 駒井 仁南子／著　Ninako Komai

講談社　913/クリサ 誠文堂新光社 　443/コマイ

あたしは、にじみでてくる強さ、
っていうか、そういう感じの
かっこいいやつがいい。

 ネットもスマホもよくわかっていない大人を納得させる。

 困った時も自分だけで解決できる。

 そんな「ネットとのつき合い方」が分かる一冊。

　『大人を黙らせる
        インターネットの歩き方』

鹿目 けい子／著　Keiko Kanome



請求記号 書名 著者名 出版者

017/ｷﾉｼ 読みたい心に火をつけろ!　　（岩波ジュニア新書 855） 木下 通子／著 岩波書店

159.7/ﾅｶﾀ 大合格 中田 敦彦／著 KADOKAWA

330/ｵｶﾉ 15歳から身につける経済リテラシー 岡野 進／[著] 朝日学生新聞社

366/ｼﾕｳ 10代のための仕事図鑑 大泉書店編集部／編 大泉書店

376.8/ｲｼﾊ オープンキャンパスの超トクする歩き方講座（YELL books） 石橋 知也／著 エール出版社

376.8/ﾀｲｶ 大学図鑑!　2018 オバタ カズユキ／監 ダイヤモンド社

376.8/ﾀｲｶ 大学の学部・学科がよくわかる本 四谷学院進学指導部／編著 アーク出版

410/ｺﾊﾔ 中学数学xやyの意味と使い方がわかる 小林 道正／著 ベレ出版

488.04/ｶﾜｶ 鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。 川上 和人／著 新潮社

498.14/ﾅｶｼ 言語聴覚士になるには　　（なるにはBOOKS 113） 中島 匡子／著 ぺりかん社

547.48/ﾖｼﾑ 高校生からはじめるプログラミング 吉村 総一郎／著 KADOKAWA

595.4/ｶﾜｲ 可愛くなれるヘアとメイクのれんしゅうちょう 主婦の友社

660.7/ﾜﾀﾅ 海洋高校生たちのまちおこし 渡邊 憲一／著 成山堂書店

782.3/ﾄﾗﾂ トラック走を極める!陸上競技中長距離（コツがわかる本） 松井 一樹／監修 メイツ出版

796/ｵﾓｼ おもしろいほどよくわかる羽生善治の将棋入門 羽生 善治／監修 主婦の友社

798.5/ｱﾙﾋ RPGツクールフェス公式ガイドブック カドカワ

910/ﾅﾂﾒ 13歳からの夏目漱石 小森 陽一／著 かもがわ出版

913.6/ｴｸﾁ とんでもスキルで異世界放浪メシ　1　　 江口 連／著 オーバーラップ

913.6/ｶﾙﾛ 幼女戦記　1 カルロ・ゼン／著 KADOKAWA

913.6/ｽﾐﾉ か「」く「」し「」ご「」と「 住野 よる／著 新潮社

913.6/ﾀｶﾅ 百均で異世界スローライフ　1　（アリアンローズ） 小鳥遊 郁／著 フロンティアワークス

M913.6/ﾆｼｵ 人類最強のときめき　　（講談社ノベルス ニJ-40） 西尾 維新／著 講談社

913.68/ﾒｲｻ 名作転生　1 学研プラス

913/ｲﾄｳ カーネーション　　（くもんの児童文学） いとう みく／作 くもん出版

913/ﾓﾓﾄ 5秒後に意外な結末　　（「5分後に意外な結末」シリーズ） 桃戸 ハル／編著 学研プラス

913/ﾖｼﾀ ラブリィ! 吉田 桃子／著 講談社

B913.6/ｱｻﾉ スポットライトをぼくらに　　（文春文庫 ） あさの あつこ／著 文藝春秋

B913.6/ｱﾏﾉ 十歳の最強魔導師　1　　（ヒーロー文庫） 天乃 聖樹／[著] 主婦の友社

B913.6/ｵﾄﾉ 正解するマド　　（ハヤカワ文庫 ） 乙野 四方字／著 早川書房

B913.6/ｵﾘｶ 先生、原稿まだですか!　　（集英社オレンジ文庫 ） 織川 制吾／著 集英社

B913.6/ｻｻｷ 空き店舗<幽霊つき>あります　　（幻冬舎文庫 ） ささき かつお／[著] 幻冬舎

B913.6/ﾊﾔﾐ ディリュージョン社の提供でお送りします（講談社タイガ） はやみね かおる／著 講談社

B913.6/ﾋｽｷ そして、アリスはいなくなった　　（集英社オレンジ文庫 ） ひずき 優／著 集英社

B913.6/ﾏﾅﾍ 和雑貨うなゐ堂の友戯帳　　（富士見L文庫 ） 真鍋 卓／[著] 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！　

ティーンズエリア新着図書（2017年6月～8月）

★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！



 

  

      平和と人権を考えるティーンズの本 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 「私たちがつくる明るい未来 平和と人権を考えるティーンズの本」のブックリストを作成しました。 

https://www.lib-sakai.jp/booklist/bookfair/201708mihara01.htm 

 

 

 

 

『LGBT なんでも聞いてみよう  

中・高生が知りたいホントのところ』  

QWRC＆徳永桂子／著  

子どもの未来社 367/ｴﾙｼ 

 

 

 

中高生のマイノリティに関する疑問が

Q&A形式でわかりやすく説明されていま

す。相談機関も掲載あり。 

 

「ぼくら」シリーズの著者である

宗田理さんが戦争体験者として

中学生に伝えたいメッセージ。 

『人権は国境を越えて』 

 伊藤和子/著 岩波書店 316/ｲﾄｳ 

 

『フェリックスとゼルダ』

モーリス・グライツマン/著  

あすなろ書房 933／ｸﾗｲ 

 

 孤児院から抜け出し、ユダヤ人の父と母を探

すフェリックス。親を殺された少女ゼルダや

仲間たちと地下室で暮らすが、ナチスが追っ

てくる。過酷な状況でも想像力と前向きな姿

に感動。続編もあります。 

 

 

女性弁護士である著者が、日本そして世界各地

で人権問題を解決するために活動してきた記録。 

 

『 無知の涙－金の卵たる中卒者諸君に捧ぐ 』 永山則夫著 

 

 

『生きる 劉連仁の物語』  

森越 智子／作  

童心社 366/ﾓﾘｺ 

1944年、日本へ強制連行され、

炭鉱で労働の後,13年間の北海

道の山中で生きぬいた劉連仁。 

戦争の悲惨さや人間の尊厳につ

いて教えてくれる。 

 

『ぼくが見た太平洋戦争』 

宗田 理／著  

PHP 研究所 916/ｿｳﾀ 

 

19歳の永山則夫は、米軍基地からピストルを盗み、4人を射殺後、翌年逮捕。 

48歳で死刑が執行された。永山は、父の不在、母の育児放棄、兄の虐待、貧困、

飢餓の中、学校もろくに行けず、職や住居を転々とし、窃盗、逮捕、自殺未遂を

繰り返した末の犯行だった。本書は、逮捕直後の若い永山が多くの読書により無

知から知を得る、自己対話の記録である。永山は本書を多くの不良青少年に読ん

でもらうことで、殺人のない社会となることを祈る。永山のほとばしる言葉を受

け止めてみよう。 

 

河 出 書 房 新 社  

914.6/ﾅｶﾔ 

 

★ティーンズのみんなに一度は読んでもらいたい 1冊！ 

 

 

 

 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1502178857/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2dhaGFnLm5ldC9pbWcvMjAxNjAxLzE4cy9nYWhhZy0wMDQ3MDY2NTgxLTEucG5n/RS=^ADB9awsfwbJ9SsUTA0udqYP8iys77g-;_ylt=A2RimVOpHIhZlRIANgCU3uV7
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   火曜日～金曜日　　　 １０：００～２０：００ 4

   土曜日　日曜日　祝日　１０：００～１８：００
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下鴨アンティーク　[1]

１

椎名 ほわほわ／著　アルファポリス

異世界転移したよ!　[1]　

八田 若忠／著　アルファポリス

猫の手でもよろしければ　

荒城 ひかり／著　アルファポリス

とあるおっさんのVRMMO活動記　11

貸出ランキング（8/10現在）

遊森 謡子／著　アルファポリス

うめき うめ／著　アルファポリス

勇者に買われた奴隷ですが、なぜか勇者
を調教しています。 http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/library

異世界でもふもふなでなでするためにが
んばってます。　2

向日葵／著　双葉社

白川 紺子／著　集英社

破賢の魔術師

美原図書館では、夏休みに中高生の皆さんに募集したおすす

めの本のＰＯＰを展示し、来館者の皆さんによるベストＰＯＰを

決める投票を行います。

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。

展示、投票期間

平成２９年９月１６日（土）～１０月１１日（水）

１１月上旬HP掲載予定

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


