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『 街角には物語が……  』
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　発行　堺市立美原図書館

　　　『 短歌は最強アイテム
          －高校生活の悩みに効きます－　 』

高楼方子/作 Houko Takadono

「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。
今回はティーンズエリアの新コーナー「じんけんエリア]の紹介と
ティーンズに人気の青春ミステリーから
本格的な名作ミステリーまで集めた推理小説特集
「このミステリーがおもしろい inティーンズエリア」です。

ー「人と異なる」と思って（思い込んで）、
苦しんでいる人に向けて、

「そんなに悩まなくていいんだよ」と
言いたいのだ。ー

とある街の、とある街角の、不思議な物語

ルータ・セペティス／作  Sepetys Ruta
 野沢 佳織／訳

岩波書店　933／セヘテ

名取寛人／著　 hiroto Natori

「この戦争に何もかも奪われたと思った矢先、
まただれかと出会って、自分にもまだ
与えるものがあると気づかされる」

理論社  769.91/ﾅﾄﾘ

"質問をされても答えられなくて
また読み直す『源氏物語』"

第二次世界大戦末期、心に傷を秘めながらも必死に生きた四

人の若者がいた。彼らはナチス政権がソ連軍の侵攻から人々を

海路を使って避難させようとした「ヴィルヘルム・グストロフ号」に

乗り込んだ。

本当にあった海運史上最も悲惨な事故を舞台として、四人の視

点でドラマティックに描かれている。

四人の若者たちに明日はあるのか。カーネギー賞受賞作。

名取さんは世界的に有名な男性だけのバレエ団で活躍した初め

ての日本人。女の子に生まれ、ズボンが好きなガキ大将だった

名取さんは、成長し、ダンサーの夢に向かいニューヨークに渡り

ます。

名取さんの波乱万丈の人生や性同一性障害に悩む姿に引き込

まれます。

新刊の中からおすすめの本をご紹介します!!

偕成社　913/タカト 岩波書店 370/チハ

　　　『　凍てつく海のむこうに　 　』
　　　『 スカートはかなきゃダメですか？
                           ジャージで学校　 』

私、ピッパ・フィンチ。１６歳。
まだまだ不思議なことと出会うのを夢見てる。
そんな私は、子守のアルバイトで訪れるこの街角で、街行く人々
を観察して想像を膨らましてるんだ。
これでも一応、夢は小説家。
さあ、今日はどんな物語を作ろうかな。
あ、そうそう！この街角には私が知らなかった奇妙な物語もあっ
たらしいんだ。
え？どんな物語かって？それはね…、読んでからのお楽しみ！

歌人でもある高校の国語教師の「ちばさと」が、新しい学校に赴

任してからの5年半を、エッセイと短歌にまとめた1冊。著者の短

歌だけでなく、いくつもの現代短歌がちりばめられている。

生徒との関係がうまくいかなくて悩んだり、他の先生をうらやまし

がったり、泣きそうになったこともあった。

"でも、自分は短歌があることで救われた。（中略）短歌がみんな

の心のささえにならないだろうか。"



請求記号 書名 著者名 出版者

007/ﾔｻﾜ 10代からのプログラミング教室　　（14歳の世渡り術） 矢沢 久雄／著 河出書房新社

019/ｲﾏｽ 今すぐ読みたい!10代のためのYAブックガイド150!　2 金原 瑞人／監修 ポプラ社

116/ｵﾉﾀ 「論理的に考える力」を伸ばす50の方法　　（心の友だち） 小野田 博一／著 PHP研究所

159.5/ﾖｼﾉ 君たちはどう生きるか 吉野 源三郎／著 マガジンハウス

159.7/ｷﾐﾉ 君の悩みに答えよう 日本青年心理学会／企画 福村出版

317.7/ｹｲｻ 警察官になる本　2018-2019　　 イカロス出版

367.9/ﾏﾃﾙ 13歳から知っておきたいLGBT+
アシュリー・マーデル／
著 ダイヤモンド社

370/ﾁﾊ 短歌は最強アイテム　　（岩波ジュニア新書 863） 千葉 聡／著 岩波書店

376.8/ｺｳｺ 高校受験ガイドブック　30年度 大阪進研

376.8/ｺｽｷ AO推薦入試「志望理由書」の極意101　　（YELL books） 小杉 樹彦／著 エール出版社

481.74/ﾎｲﾄ ぴかぴか深海生物　　（けったいな生きもの） エリック・ホイト／[著] 化学同人

498/ﾌﾙｻ 食べるってどんなこと?　　（中学生の質問箱） 古沢 広祐／著 平凡社

547.48/ｼﾕｳ 12歳からはじめるJavaScriptとウェブアプリ TENTO／著 ラトルズ

814/ｺﾝﾉ 大人になって困らない語彙力の鍛えかた　（14歳の世渡り術） 今野 真二／著 河出書房新社

911.66/ｵｵｷ 作詞少女 仰木 日向／著
ヤマハミュージックエン
タテインメントホール
ディングス

911/ｵﾄﾅ 大人になるまでに読みたい15歳の詩　4 ゆまに書房

913.6/ｴﾄｶ 押絵と旅する男　　（乙女の本棚） 江戸川 乱歩／著 立東舎

913.6/ｵｷﾜ RDG 荻原 規子／著 KADOKAWA

913.6/ﾕﾒﾉ 瓶詰地獄　　（乙女の本棚） 夢野 久作／著 立東舎

913/ﾀﾁﾊ 5分後に恋の結末　　（「5分後に意外な結末」シリーズ） 橘 つばさ／著 学研プラス

913/ﾅｼﾔ キズナキス 梨屋 アリエ／著 静山社

913/ﾋﾄﾘ ひとりぼっちの教室　　（YA!ENTERTAINMENT YA!アンソロジー） 小林 深雪／[著] 講談社

933/ｸﾂﾄ 笑う化石の謎 ピッパ・グッドハート／著 あすなろ書房

933/ｽﾚｲ セブン・レター・ワード キム・スレイター／作 評論社

933/ﾘｵﾀ アポロンと5つの神託　1 リック・リオーダン／著 ほるぷ出版

B913.6/ｱｵﾔ 君の噓と、やさしい死神　　（ポプラ文庫ピュアフル ） 青谷 真未／[著] ポプラ社

B913.6/ｱｶﾂ 戦闘員、派遣します!　　（角川スニーカー文庫 ） 暁 なつめ／著 KADOKAWA

B913.6/ｴﾀ カブキブ!　7　　（角川文庫 ） 榎田 ユウリ／[著] KADOKAWA

B913.6/ｻﾉ この世界にiをこめて　　（メディアワークス文庫 ） 佐野 徹夜／[著] KADOKAWA

B913.6/ﾊｾｶ 声も出せずに死んだんだ　　（角川文庫 ） 長谷川 也／[著] KADOKAWA

B913.6/ﾊﾆﾜ イジワルな出会い（角川ビーンズ文庫 告白予行練習 [8]） HoneyWorks／原案 KADOKAWA

B913.6/ﾕｳｷ
現代編・近くば寄って目にも見よ
　　　　（角川ビーンズ文庫  少年陰陽師 [52] [短編集] [8]）

結城 光流／[著] KADOKAWA

ティーンズエリア新着図書（2017年12月～2018年2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！



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

捨てられた人々の階段島で、僕は

真っ直ぐで美しい真辺由宇に再

会してしまった。僕らはなぜここ

に来たのか。失くしたものは何な

のか。「階段島」シリーズ第１弾。 

『氷菓』  米澤 穂信/著  

KADOKAWA B913.6/ﾖﾈｻ  

 

『いなくなれ、群青』河野裕/著

新潮社 B913.6/ｺｳﾉ 

 

“省エネ“少年の奉太郎は、なりゆ

きで神山高校古典部に入部した。そ

こで好奇心旺盛なお嬢様千反田える

に頼まれて、33 年前の真実を追う。

「氷菓」の意味は？＜古典部＞シリ

ーズ第１弾。 

『そして誰もいなくなった』  アガサ・クリスティー/著 

 

 
 

小学生の三兄妹は流れ星を

見に家を抜け出したが、戻っ

てくると父と母は何者かに

殺されていた。 

三人は親の敵討ちを誓うが、 

意外な結末が･･･｡ 

ミステリーの女王アガサ・クリスティーの名作。 

年齢も職業も違う男女 10 人が U・N・オーエンと名乗る男によって孤島に集めら

れた。しかし、オーエンの姿はなく、謎の声に各々の過去を暴かれて、古い子守唄

の歌詞のとおり、一人ずつ殺されていく。見えない犯人に怯え、そのうち残った人

たちはお互いが犯人ではないかと疑い始める。どんな結末が待っているのか…。 

物語の設定が完璧で、心理描写が巧み、最後まで謎は解けずドキドキします。 

アガサ・クリスティーは 1890 年イギリス生まれの推理小説作家で、『ABC 殺人事

件』『オリエント急行の殺人』などたくさんのミステリー作品を書いています。 

ミステリー好きの人はぜひ読んでください。 

 

 

早川書房  B933.7/ｸﾘｽ 

★ティーンズのみんなに一度は読んでもらいたい 1 冊！ 

 

 

高校 2 年生の霧ヶ峰

涼は私立鯉ヶ窪学園

探偵部副部長。推理

は修行中だけど、名

探偵を志し、次々と

コミカルに事件に挑

んでいく。 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

ある日平凡な一家が５

億円の遺産を受け取る

ことになった。生活は一

変し、誘拐事件にまで巻

き込まれることに…。雅

男は親友の島崎ととも

に真相究明に乗り出す。 

 

『今夜は眠れない』宮部みゆき/著 

KADOKAWA B913.6/ﾐﾔﾍ 

 

 

『流星の絆』東野圭吾/著 

講談社 B913.6/ﾋｶｼ 

 

『放課後はミステリーとともに』東川篤哉/著 

実業之日本社 913.6/ﾋｶｼ 
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      堺市立美原図書館　　Ｔｅｌ　３６９－１１６６ ２

2
 http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/library/index.html 理不尽な孫の手／著　KADOKAWA

うめき うめ／[著]　アルファポリス

火曜日～金曜日　　　 １０：００～２０：００ 百均で異世界スローライフ　1

土曜日　日曜日　祝日　１０：００～１８：００ 小鳥遊 郁／著　フロンティアワークス

堺市立美原図書館　　Ｔｅｌ　３６９－１１６６ 無職転生　14　

星窓 ぽんきち／著　フロンティアワークス

カブキブ!　5　

榎田 ユウリ／[著]　KADOKAWA

転生しちゃったよ　6　

ヘッドホン侍／[著]　アルファポリス

破賢の魔術師　2　

貸出ランキング（2/5現在）
とあるおっさんのVRMMO活動記　12

　椎名 ほわほわ／著　アルファポリス

悪役令嬢の取り巻きやめようと思います　1　

藤野さんは、ご自身が、体は男性として生まれましたが、心は女性である「トランス
ジェンダー」ということを公表され、いま、作家としてご活躍されています。藤野さん
の小説のなかには、LGBTの人が登場するものも多いので、いくつか紹介します。 
「少年と少女のポルカ」（1996年 ベネッセコーポレーション） 
ゲイのトシヒコ、トランスジェンダーのヤマダ、拒食症ぎみのミカコは、高校に入った
ばかりの15歳。トシヒコを中心に描かれる、3人のつかずはなれず微妙な友情が交差し
ていくこの物語は、ドライな、時にユーモラスな雰囲気に包まれています。恋する気持
ちのドキドキ感や、相手を理解できないけど受け入れようとする気持ちなど、彼らの学
校生活の中で浮き上がってくる感情を一緒に体験しながら、読後はさわやかに本から顔
をあげることができる一冊。悩んだり失敗したりするけど、性別とか関係なく「いいヤ
ツら」な3人が描かれています。そのほか、「夏の約束」（2000年 講談社）、「D
菩薩峠漫研夏合宿」（2015年 新潮社）などもぜひ！ 
 

 

 

 
 

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 

ティーンズのみなさんに身近な「人権」に関するテーマをいろい

ろと取り上げて、特集をくんでいきます。 

第１回目は「LGBT」をテーマに、特に10代前半の小・中学生の

みなさんにも手軽に読めるような本を中心にそろえました。

「LGBTのことをもっとよく知りたい」、「LGBTの人が出てく

る物語を読みたい」という人におすすめの本ばかりです。 

もし、読みたい本が貸出中でもブックリストを使って予約をすれ

ばOK！ 
また、人権に関するチラシやパンフレットも置いています。 
まじめに、楽しく、気軽に、人権について知ることのできる場所
として、「じんけんエリア」をどうぞご利用ください。 


