
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』

　　　　　　/著       出版

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』

　　　　　　/著       出版

サイモンはアメリカに住む、16歳の男子高校生。

成績はまあまあ、運動はあまり得意じゃなくて、友達といるのが好き

な、フツーの男の子。自分がゲイであることは、ネットで知り合った「ブ

ルー」にしか打ち明けていない。そして、メールのやりとりをするうち

に、サイモンはブルーに夢中になっていく。

　ところが、ブルーへのメールを同級生に見られてしまい、女友達との

仲をとりもつよう脅されることに・・・。

ブルーの正体は？サイモンの恋は実るのか？

ネットで知り合った相手に恋をした男子高校生が主人公の恋愛小説。

北海道、札幌南高校の図書館に訪れる１３人の生徒の、本の読み方や

関わり方、思い出などの話を司書の先生が聴いてまとめています。図

書館を部活帰りにふらっと立ち寄りたくなるところという人、本を読むだ

けで旅行しているかのような気分になれる人、思いっきり遠くの世界に

行きたいため読む人、気分が落ち込んでいる時に一番自分に効く薬と

して太宰を読む人など。みんな自分の世界を持っているんだなと思いま

す。紹介している本も様々で読みたくなります。

新刊の中からおすすめの本をご紹介します!!

講談社　913/ヨシタ ぺりかん社　376.8/サトウ

　『　サイモンVS人類平等化計画　』

　　『　高校図書館ディズ

　　　　　　生徒と司書の本をめぐる語らい　』

将来の夢は何ですか？

大学ではどんな勉強をしたいですか？

オレ、井出拓郎、中学２年。趣味は映画を撮ること。

最近思う。人を見た目で判断しすぎじゃない？

姉ちゃんや母さんは、テレビの影響でダイエットに励むし、クラスの男

子はかっこよくみせるために服に気を遣う。そうやってさ、みんな見た

目で判断している。

オレさ、それがなんかモヤモヤするんだ。そんなに見た目が大事なの

かよ。人間、大事なのは中身だろ。そう思うんだけどな…。

大学進学を考える時、第一歩は「何学部を目指すのか」ですね。

この本では、理学部、理工学部について、どんな学部で、何を学ぶの

か、卒業後の就職先はどんなところに進めるのか、そして理学部、理工

学部を受験するなら、どんな勉強をしたらよいのかが紹介されていま

す。先輩や卒業生のインタビューもあり参考になります。なるには

BOOKS大学学部調べシリーズでは、「文学部」「看護学部・保健医療学

部」等他の学部の本もあります。

あなたにとって、

本を読むことはどんなこと？

図書館って、どんな場所？

人間、大事なのは中身だろ！って、

言ってるオレは甘いのか？

「別にバラされたところで自分は気にしない。

でも、ブルーはどう思うだろう。

ブルーを失いたくない。好きなんだ。」

ベッキー・アルバータリ/作 Becky Albertalli

三辺律子訳

岩波書店　　933/アルハ

成田 康子/著 　Yasuko Narita

ちくま書房　017/ナリタ

   ｆｒｏｍ　ティーンズ　エリア

  ＴＥＥＮＳ　ＡＲＥＡ　vol.74

 佐藤 成美/著 　Narumi　Satou

「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、夏休みに募集した「POP ふぇすてぃばる特集」です。

ティーンズのおすすめの本を紹介します！

みんなが選ぶおすすめの本を読んでみてね。

『   ラ　ブ　リ　ィ　!』

2017年12月

　発行　堺市立美原図書館

　　　『　理学部・理工学部

　　　　　　　　(なるにはBOOKS)  　』

吉田 桃子/著 　Momoko　Yoshida



請求記号 書名 著者名 出版者

210/ﾊﾝﾄ 歴史に「何を」学ぶのか　　（ちくまプリマー新書 ） 半藤 一利／著 筑摩書房

330/ｳｲｸ 10代からのマネー図鑑
マーカス・ウィー
クス／著

三省堂

331/ｺｳｺ 高校生からの経済入門
中央大学経済学
部／編

中央大学出版部

366.29/ｲｹｶ もっとやりたい仕事がある! 池上 彰／著・監修 小学館

366.29/ｺｳｺ 高校生の就職活動オールガイド　'19年版 加藤 敏明／監修 成美堂出版

371/ｶﾔﾏ 「いじめ」や「差別」をなくすためにできること（ちくまプリマー新書 ）香山 リカ／著 筑摩書房

375/ｶｹﾛ カゲロウデイズで中学生からの勉強法が面白いほどわかる本
じん(自然の敵
P)／原作

KADOKAWA

375/ﾌﾅﾄ
つまずきたくない人いまから挽回したい人のための高校の
勉強のトリセツ

船登 惟希／著 学研プラス

376.8/ﾄﾀ 文学部　　（なるにはBOOKS 大学学部調べ） 戸田 恭子／著 ぺりかん社

L377.21/ﾀｲｶ 大学の実力　2018
読売新聞教育ネット
ワーク事務局／著編 中央公論新社

410.7/ﾄｳｼ どうして高校生が数学を学ばなければならないの? 大竹 真一／編 大阪大学出版会

M417/ﾔﾏﾓ 高校生が感動した確率・統計の授業　　（PHP新書 ） 山本 俊郎／著 PHP研究所

498.14/ｶﾉｳ 助産師になるには　　（なるにはBOOKS 147） 加納 尚美／編著 ぺりかん社

595.5/ｱﾆﾒ アニメ&ゲームコスプレMAKE&STYLE　　 主婦の友インフォス

763.63/ﾌｶﾂ 部活で吹奏楽トランペット上達BOOK　　（コツがわかる本） 佛坂 咲千生／監修 メイツ出版

769.91/ﾅﾄﾘ スカートはかなきゃダメですか?（世界をカエル 10代からの羅針盤） 名取 寛人／著 理論社

816.5/ｼﾖｳ 小論文これだけ!　今さら聞けないウルトラ超基礎編 樋口 裕一／著 東洋経済新報社

913.6/ｱﾔｻ 金木犀と彼女の時間　　（ミステリ・フロンティア 95） 彩坂 美月／著 東京創元社

913.6/ｶｼｲ 檸檬　　（乙女の本棚） 梶井 基次郎／著 立東舎

913.6/ｶｼﾍ 小説写真甲子園 菅原 浩志／案 新評論

913.6/ﾖｼﾅ ハイキュー!!　　（JUMP J BOOKS） 古舘 春一／原作 集英社

913/ﾄﾓﾘ 理科準備室のヴィーナス 戸森 しるこ／著 講談社

913/ﾅｼﾔ 恋する熱気球 梨屋 アリエ／著 講談社

914.6/ｻｲﾊ 女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと 西原 理恵子／著 KADOKAWA

933.7/ｼﾔｽ 僕には世界がふたつある
ニール・シャスタ
マン／著

集英社

933/ｾﾍﾃ 凍てつく海のむこうに
ルータ・セペティ
ス／作

岩波書店

B913.6/ｵｵﾀ 櫻子さんの足下には死体が埋まっている　[12]　（角川文庫 ） 太田 紫織／[著] KADOKAWA

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

B913.6/ｶﾜﾊ ソードアート・オンライン　20　　（電撃文庫 ） 川原 礫／[著] KADOKAWA

B913.6/ｼﾉﾊ ヴァチカン図書館の裏蔵書　　（新潮文庫） 篠原 美季／著 新潮社

B913.6/ｼﾕｳ 灰と幻想のグリムガル　level.11　（オーバーラップ文庫 ） 十文字 青／著 オーバーラップ

B913.6/ﾀﾆｶ ワッハワッハハイのぼうけん　　（小学館文庫 ） 谷川 俊太郎／著 小学館

ティーンズエリア新着図書（2017年9月～12月）

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！



  

 

  

 

 

可愛くて、悲しくて、驚き

の純愛ラブストーリー。き

っと、あなたも“オドロク”

読んでみて！ 

ｂｙ 匿名 

 

今でもぐりとぐらを見つ

けると、つい読んでしま

うくらい大好きです。温

かい気持ちになれる本な

ので、ぜひ読んでみてく

ださい。 ｂｙ みーこ 

 

 

理科が好きな人におす

すめ！！ ｂｙ PAN 

 

友だちってなんだろう？その

答えを探している人に、ぜひ

読んでいただきたいです。 

ｂｙ わだのゆみっち 

 

ギャグファンタジー 

笑わずに、読み切るの

は、ほぼ不可能！  

ｂｙ クロノ 

 

老若男女だれでも楽し

める本なので、一度手に

取ってはどうでしょうか 

ｂｙ きりはる 

『陽だまりの彼女』 

越谷 オサム/著 新潮社  

Ｂ913.6/ｺｼｶ 

『きみの友だち』  

重松 清／著 新潮社 

Ｂ913.6/ｼｹﾏ 

『ぐりとぐら』 

中川李枝子/作 大村 百合子/絵 

福音館書店 E 

『ポール・スローンのウミガメのスープ』 水平思考推理ゲーム  

 ポール・スローン＋デス・マクヘール/著  

エクスナレッジ 798/ｽ 

『ビーカーくんとそのなかまた

ち この形にはワケがある! 

ゆかいな実験器具図鑑』   

うえたに夫婦／著 

誠文堂新光社 407/ｳｴﾀ 

『この素晴らしい世界に祝福を!』 

［1］ 暁 なつめ／著 KADOKAWA  

B913.6/ｱｶﾂ 

 

 
一家に一冊買って損の

ない作品。読むたびに

新鮮な感動あり。 

 ｂｙ みずほ 

『おおきな木』 

シェル・シルヴァスタイン／作 

村上 春樹／訳 

あすなろ書房 E 

 

『何者』 

朝井リョウ/著 

新潮社 913.6/ｱｻｲ 

この本は就職活動の本に

ついての本なので、将来を

考えている人はよんでみて

ください。  ｂｙ ソウマ 



　

1

3

4

4

   火曜日～金曜日　　　 １０：００～２０：００
4

   土曜日　日曜日　祝日　１０：００～１８：００

   堺市立美原図書館　　Ｔｅｌ　３６９－１１６６

4

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

とあるおっさんのVRMMO活動記　9

椎名 ほわほわ／著　アルファポリス

二度目まして異世界　

かなん／[著]　アルファポリス

破賢の魔術師　2

うめき うめ／[著]　アルファポリス

転生しちゃったよ　6

ヘッドホン侍／[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。

荒城 ひかり／[著]　アルファポリス

銭(インチキ)の力で、戦国の世を駆け抜ける。　1　

Y.A／著　KADOKAWA

貸出ランキング（11/5現在）

悪役転生だけどどうしてこうなった。　1

関村 イムヤ／著　フロンティアワークス

１

マイライブラリーは、蔵書検索・予約システムで利用できる機能の設定をしたり、利用状

況をまとめて確認できるポータルサービスです。 まず、パスワードをとって、ログイン後

に利用してね。

図書館使いこなし術 その４

★図書館ＨＰの

マイライブラリー機能 知ってる？

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

読書記録

図書館で借りた本をマイライブラリーに

自動的に記録することができます。

初期設定では記録を残さないようになっているので、

記録を残す設定を行ってから利用してね。


