
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』

　　　　　　/著       出版

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』

　　　　　　/著       出版

みなさんもご存じのとおり、今年の５月１日をもって新天皇が即位され、元号

が平成から令和へと改められました。ところで、そもそも天皇制とはどういう

もので私たちとどう関わっているのでしょうか。

この本は、質問者の疑問に対して回答者が答えていくという会話形式のた

め、読みやすくなっています。この本をきっかけに私たちがこれからの世の

中をどうつくっていくのか少しずつ考えてみませんか。

ねぇ、教えて。「フツウ」って何？

宇都宮 健児/著　Kenji Utsunomiya
平凡社　313/ｳﾂﾉ

  「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☆  新刊書や”じんけんエリア”から

　 おすすめの本を紹介します。

   今回の特集は、　 「恋ってなんだろう。。。」 です。

　そして、学校図書館紹介コーナー第5回目は、

   美原西中学校図書室を紹介します！

俳句なんて古臭い！

そう思っていませんか。この本を読めばその考えも変わるはず。高校生らしい

新しい感性で詠まれた句から本当に高校生！？と驚いてしまう句まで新世代

の俳句の世界を堪能しましょう。

読み終わった後、あなたも一句詠みたくなるかもしれません。

咲野(さくや)と暁生（あきお）とわたし、水鳥（みどり）は、特別な絆で結ばれ

た「鋼の三角形」だと思っていた。そう、枇々木眩（ひびきげん）が現れるまで

は。

わたしの秘密はそっとしておいてほしい。この関係を壊さないでほしい。そう

願っていた。

一文一文が繊細に描かれていて、とても美しい物語。一気に読了してしまう

こと間違いなし。

　
『17音の青春 2018』

 学校法人 神奈川大学広報委員会/編
角川文化振興財団  911.36/ｼﾕｳ

名木田 恵子/著 Keiko Nagita
出版ワークス  913/ﾅｷﾀ

小林 深雪/著 　落合 由佳/著
 黒川 裕子/著　大島 恵真/著

講談社　913/ﾜﾀｼ

女の子らしさ・男の子らしさって何？

兄弟の距離感って、どんな感じ？

国籍ってそんなに大事なの？「フツウ」って何？同じ髪の色？同じ目の色？

本当にやりたいことって何？

何もかも決めつけられると、とても窮屈。そんなの、自分で決めるから！

小林深雪・落合由佳・黒川裕子・大島恵真の４人の作家が描く４つの短編集。

    新刊の中からおすすめの本をご紹介します!! 

       　　『わたしを決めつけないで』

『窓をあけて、私の詩をきいて』

五七五の世界は、意外と面白い。

平成から令和の時代へ

ずっとあのままの関係でいられたのだろうか

『天皇制ってなんだろう？』

ｆｒｏｍ ティーｆｒｏｍ ティーンズ エリア

ｆｒｏｍ ティーンズ エリア
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今年も「POPふぇすてぃばる」の開催が決定しました！

応募期間 ８月１日から９月６日まで

ティーンズのみなさん、おすすめの本をPOPで紹介しませんか？
詳しくは、図書館のHPなどで確認してください。
たくさんの応募お待ちしております。



請求記号 書名 著者名 出版者

002/ﾀｹｳ 「文系？」「理系？」に迷ったら読む本 竹内 薫／著 PHP研究所
007.1/ｾｷﾈ 中学数学からはじめる暗号入門（知りたい!サイエンス 141） 関根 章道／著 技術評論社
146.8/ﾅｶﾇ 10代のための疲れた心がラクになる本 長沼 睦雄／著 誠文堂新光社
310/ｽｶｲ 図解はじめて学ぶみんなの政治 アレックス・フリス／文 晶文社
366/ｼﾕｳ 10代からのワークルール　1～4 上西 充子／監修 旬報社
366.4/ﾆﾎﾝ 日本の給料&職業図鑑パーフェクトバイブル 給料BANK／著 宝島社
375/ﾀｶﾉ 最も効率良く成績を上げる中学生の戦略的勉強法 高野 良太／著 エール出版社
431/ｹﾝｿ 元素キャラクター図鑑 若林 文高／監修 日本図書センター
481.78/ｵｵﾌ どうぶつ恋愛図鑑 大渕 希郷／[著] 東京書店

498.34/ﾍﾙﾅ 14歳からの瞑想「超」入門 ジョアンヌ・ベルナール／[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

596/ﾁﾕｳ 中学生のためのスイーツの教科書 おかやま山陽高校製菓科／編 吉備人出版
726.50/ﾆﾘﾂ 才能はいらないイラストで食う技術（KITORA 神技作画シリーズ） ニリツ／著 KADOKAWA

834/ｼﾐｽ 英単語の語源図鑑 清水 建二／著 かんき出版
836/ﾂﾑﾗ 英語ライティングこれ一冊 津村 元司／著 ベレ出版
901/ﾜｶﾏ 詩を書くってどんなこと?　　（中学生の質問箱） 若松 英輔／著 平凡社

913/ｸﾛﾉ グリーズランド　1 黒野 伸一／著 静山社
913.6/ｼｵﾐ まだ見ぬ春も、君のとなりで笑っていたい 汐見 夏衛／著 スターツ出版
913.6/ｼﾝｺ 転生賢者の異世界ライフ　2 （GAノベル） 進行諸島／著 SBクリエイティブ
913.6/ﾆｲﾐ 赤とんぼ（乙女の本棚） 新美 南吉／著 立東舎
913/ﾋﾛｼ 十年屋　2 廣嶋 玲子／作 静山社
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
913.6/ﾕｷﾊ 異世界でいきなり経験値2億ポイント手に入れました 雪華 慧太／[著] アルファポリス

B913.6/ｻｲﾄ 死にたがりの聖女に幸せな終末を。（電撃文庫 3499） 西塔 鼎／[著] KADOKAWA

B913.6/ｼﾐｽ 僕は君に夏をあげたかった。（ケータイ小説文庫 Bし4-1 野いちご） 清水 きり／著 スターツ出版
B913.6/ﾊｽｷ あの日、神様に願ったことは　1　（電撃文庫 3507） 葉月 文／[著] KADOKAWA

B913.6/ﾌﾆﾁ しあわせ食堂の異世界ご飯　3　（ベリーズ文庫 Iぷ1-3） ぷにちゃん／著 スターツ出版
B913.6/ﾐｶﾜ 君と読む場所（新潮文庫nex み-60-2） 三川 みり／著 新潮社
B913.6/ﾑﾗﾔ コンビニたそがれ堂 猫たちの星座（ポプラ文庫ピュアフル Pむ-1-18）村山 早紀／[著] ポプラ社

ティーンズエリア新着図書の一部（2019年3月～ 2019年4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！　



他にも 

『午前零時のサンドリヨン』相沢沙呼/著 東京創元社 913.6/ｱｲｻ 

『恋におちた哲学者』瀧本往人/監修 東京書籍 130.28/ｺｲﾆ 

『平安文学でわかる恋の法則』高木和子/著 筑摩書房 910/ﾀｶｷ 

『青の誓約』綾崎隼/著 KADOKAWA 913.6/ｱﾔｻ 

『空色メモリ』越谷オサム/著 東京創元社 913.6/ｺｼｶ 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『なりたい二人』令丈 ヒロ子/作  

PHP 研究所 913/ﾚｲｼ 

中学３年の春、はじめ

て恋をした。 

それが、自分の殻を壊

すきっかけになった。 

10 代には、いろいろな悩みがあ
る。そのいろいろな悩みの一つ

が、恋愛である。保健室で長年、
中学生と向き合ってきた著者
が、答えています。 

 

 

『愛×数学×短歌』 

横山 明日希/編著 河出書房新社  

911.16/ｱｲｽ 

『あの日、ブルームーンに。』 

宮下 恵茉/著 ポプラ社 913/ﾐﾔｼ 

『保健室の恋バナ+α』 金子 由美子/著 

岩波書店 152/ｶﾈｺ 

集英社 ｵﾝﾀ

幼馴染の２人は、中学に入る

と少し距離を置いていた。な

ぜって？噂になるから…。そ

んなとき、学校で将来の夢に

ついての課題が出された。２

人でその課題をやっていくう

ちに、２人の距離が次第に…。 

 
 

『うさこちゃんとたれみみくん』 

ディック・ブルーナ／ぶん・え  

まつおか きょうこ／やく      福音館書店 

岩崎書店

うさこちゃんのくらすに、あたらしいおとこのこがはいってきまし

た。「だーん」というなまえで、おもしろいことをいうたのしいこ

でした。でも、かたほうのみみがたれていたので、みんなは「たれ

みみくん」とよぶようになりました。 

だーんが、みんなが自分のことをたれみみくんとよぶことを本当

はいやがっていることを知ったうさこちゃんは…。 

みんなとちょっとちがう特徴をあだなにすることってよくあるかも

しれないけど、それを言われた子は、もしかしたらいやがってい

るかもしれません。もし自分が気にしていることを人に言われた

らどう思うか、相手の気持ちになって、一度考えてみましょう。 

 

数学と短歌。意外な組み合

わせに思えるが、意外と合

ってしまうのかもしれな

い。愛をテーマにした数学

短歌である。この本の登場

人物である高校２年の澤田

くんと北村さんの恋の行方

に注目。 



　

ぐう鱈／著　アース・スターエンターテイメント

 http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/library/index.html
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　　　貸出ランキング（5/15現在）

ダンジョン農家！〔1。〕

とことん解説！キャラクターの描き方入門教室

乃樹坂 くしお／著　SBクリエイティブ

下鴨アンティーク〔8〕

生まれたときからせつない動物図鑑

ブルック・バーカー／著　ダイヤモンド社

しいたけ占い

しいたけ／著　KADOKAWA

白川 紺子／著　集英社

   堺市立美原図書館　　　Ｔｅｌ　３６９－１１６６ いっきにわかる！日本史のミカタ

河合 敦／監修　辰巳出版

   火曜日～金曜日　　　　 １０：００～２０：００

   土曜日　日曜日　祝日　１０：００～１８：００

14歳、明日の時間割

鈴木 るりか／著　小学館

美原西中学校の図書室は、とても落ち着いた
空間です。入ってすぐのところに新刊図書が置い
てあります。生徒の皆さんは、その棚をよく見て
いるそうです。
図書室の中を進んでいくと、図書委員の皆さん
のおすすめ本が置いてあります。
そこには、興味を惹かれる本がたくさんありまし
た。
他にも、図書室に入れる本を選んだり、教室に置
く学級文庫を選んだりと、とても活発に活動され
ています。
また、学校司書の方が、おすすめの一言を書いた
付箋があちこちに貼ってあり、生徒の皆さんが本
を手に取りやすい工夫をされていました。
毎日昼休みに開館している図書室は、ついつい
時間を忘れてしまいそうなほどまったりとしてい
ました。

学校図書館紹介！Part５

美原西中学校図書室

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

6,000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。探している本が見つからないときは、カウ

ンターの職員に気軽に声をかけてくださいね。

ティーンズエリア

★美原西中学校で人気の本

『５分後に意外な結末』 シリーズ

学研

『名探偵コナン』 シリーズ

小学館

ティーンズエリア

<先生方がぜひ読んでほしいというスポーツの雑誌や

「堺を知ろう」というコーナーがありました。>

〈図書室入口にはたくさんの掲示物がありました。

中に入るのがわくわくします。>

<生徒の皆さんに人気の
新刊図書コーナー>

<図書委員おすすめ本>

図書室入口

<落ち着いた空間の図書室>

学校図書館紹介
最終回！

４月に取材に
行ったので、入
口に「桜の木」

図書室内


