
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』

　　　　　　/著       出版

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』

　　　　　　/著       出版
遠原 嘉乃/著 Kano Tohara

 マイナビ出版　913/2 ﾄｵﾊ/B

堺が世界に誇る伝統工芸品・打刃物。研ぎ師の凪（なぎ）がこの物語の主人

公。話は、庖丁を中心に回り、庖丁の種類もたくさんあることが知れます。ま

た、おいしそうな食べ物や料理がバンバン出てきます。

そして、堺東・宿院・大浜公園・妙國寺・堺大魚夜市といった、堺市民にはおな

じみの地名や駅名、イベントもわんさか出てきて、「堺ってエエとこやったんや」

とびっくりします。人情味溢れる物語と共に、ほっこりした気分になれます。

    新刊の中からおすすめの本をご紹介します!! 

       　　      『七まちの刃』

『大人になる前に知る命のこと』

誰だってコンプレックスを持っている。

この１０年で世の中は大きく変わります。
みなさんが大人になっていく、この１０年で。

自分を愛し、周りの人を愛するということ。

『14歳からの資本主義』

 

「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、

　　　「飯テロ～空腹時に読むな、キケンだ！～」です。

また、夏が来た。それは、私のもっとも苦手な季節。

私は、夏が嫌い。なぜって、半袖になりたくないから。だって、毛深いことがば

れてしまう。小学生のとき、毛深いことが原因で、「もじゃ」って呼ばれた。それ

が、嫌だった。それ以来、人に肌を見せたくない。

でも、友達に打ち明けてから、少し前向きになれた。

そこから、閉ざしていた心が開き始めた。

知りたい、だけど真面目に話をするのはちょっと恥ずかしい。

10代の皆さんの気持ちをざわつかせるのは、どんどん変わっていく自分の

心と体、そして性に関する悩みではないでしょうか。

この本では必要な知識を学ぶのと同時に、10代で悩んでいる皆さんの意見

や、10代を過ごしてきた色んな大人の方の考えを知ることができます。

この本を読んで、自分自身と大切な人の命について考えてみませんか？

　
『moja』

吉田 桃子/著 Momoko Yoshida
講談社  913/ﾖｼﾀ

加納 尚美/編著 Naomi Kano
ぺりかん社  367.9/ｶﾉｳ

仕事、働くこと、お金、社会…今の日本はそれらが大きく変わろうとしていま

す。

単純に「資本主義」を説明するだけではないこの本。

難しいテーマですが、「Google」、「Twitter」、「Facebook」など、みなさんの身

近なものを取り上げて読みやすくまとめられています。

みなさんのこれからの「生き方」や「価値観」を変えるかもしれない１冊です。

ものづくりの町　堺

丸山 俊一/著　Shunichi Maruyama
大和書房　332.06/ﾏﾙﾔ

ｆｒｏｍ ティーｆｒｏｍ ティーンズ エリア

ｆｒｏｍ ティーンズ エリア

ＴＥＥＮＳ ＡＲＥＡ vol.81
発行 堺市立美原図書館 2019年9月

現在、美原図書館では、

POPの展示と投票を行っています。

みなさん、一緒に「BEST POP」を決めませんか？

投票、お待ちしています♪

投票期間

９月１４日～

１０月１１日



請求記号 書名 著者名 出版者

019/ｺﾀｴ 答えは本の中に隠れている（岩波ジュニア新書 897） 岩波ジュニア新書編集部／編 岩波書店
070/ｲｶﾔ その情報はどこから?（ちくまプリマー新書 320） 猪谷 千香／著 筑摩書房
159/ｺｳｶ 「空気」を読んでも従わない（岩波ジュニア新書 893） 鴻上 尚史／著 岩波書店
310/ｲｹｶ 14歳からの政治入門 池上 彰／著 マガジンハウス
329/ｷﾉｼ 国籍の?がわかる本 木下 理仁／著 太郎次郎社エディタス

371/ﾓﾄﾔ いじめ 心の中がのぞけたら　6 本山 理咲／著 朝日学生新聞社
376.8/ｵｵﾀ 経営学部・商学部（なるにはBOOKS 大学学部調べ） 大岳 美帆／著 ぺりかん社
392.10/ｻﾄｳ 高校生にも読んでほしい平和のための安全保障の授業 佐藤 正久／著 ワニブックス
410/ｻﾝﾀ この数学,いったいいつ使うことになるの? Hal Saunders／著 共立出版
616/ｲﾅｶ イネという不思議な植物（ちくまプリマー新書 324） 稲垣 栄洋／著 筑摩書房
M689.5/ﾎﾘｲ ボーっとディズニーランド行ってんじゃねーよ 堀井 憲一郎／著 双葉社
L763.2/ﾁﾕｳ 中学生・高校生のピアノ最新ヒットソングス　2019年春夏号 シンコーミュージック・エ

ンタテイメント
764.6/ﾌｶﾂ 部活でレベルアップ!吹奏楽上達のコツ50（コツがわかる本） 畠田 貴生／監修 メイツ出版
782.3/ﾀｲﾑ タイムをもっと縮める!陸上競技スプリント最速トレーニング 豊田 裕浩／監修 メイツ出版
799/ﾌｶﾂ 部活でスキルアップ!ダンス上達バイブル のりんご☆／監修 メイツ出版
830/ｺｲｹ ポジティブになれる英語名言101（岩波ジュニア新書 898） 小池 直己／著 岩波書店

913/ｽｶﾉ アトリと五人の王 菅野 雪虫／著 中央公論新社
913/ﾋﾗﾀ スガリさんの感想文はいつだって斜め上（5分シリーズ+） 平田 駒／著 河出書房新社
913.6/ｼｲﾅ とあるおっさんのVRMMO活動記　18 椎名 ほわほわ／[著] アルファポリス
913.6/ﾊﾗﾀ 高校サッカーボーイズU-18（[Soccer Boys] [8]） はらだ みずき／著 KADOKAWA

913.6/ﾕｳｷ 君の××を消してあげるよ 悠木 シュン／著 双葉社
913.6/ﾘﾕｳ 賢者の弟子を名乗る賢者　11（GC NOVELS） りゅうせん ひろつぐ／著 マイクロマガジン社

933/ｱﾋ ぼくがいちばんききたいことは アヴィ／著 ほるぷ出版
933/ﾄｲﾂ プログラミングガールズ!　1 ステイシア・ドイツ／作 偕成社
913.68/ｳｼﾀ 54字の物語 参 氏田 雄介／編著 PHP研究所

B913.6/ｱｶﾂ 戦闘員、派遣します!　3（角川スニーカー文庫 あ-6-5-3） 暁 なつめ／著 KADOKAWA

B913.6/ｱｻｷ 文豪ストレイドッグスBEAST（角川ビーンズ文庫 BB96-6） 朝霧 カフカ／[著] KADOKAWA

B913.6/ｸｻﾉ 大進化どうぶつデスゲーム　（ハヤカワ文庫 JA 1371） 草野 原々／著 早川書房
B913.6/ｺｳﾉ きみの世界に、青が鳴る　（新潮文庫nex こ-60-6） 河野 裕／著 新潮社
B913.6/ｺﾀｲ 水晶宮の影（ハヤカワ文庫 JA 1376 グイン・サーガ 145） 五代 ゆう／著 早川書房

ティーンズエリア新着図書の一部（2019年5月～ 2019年7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 

『ランチのアッコちゃん』柚木麻子/著 双葉社 913.6/ﾕｽｷ 

『鴨川食堂』柏井壽/著 小学館 913.6/ｶｼﾜ 

『もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら 青のり MAX』 

神田桂一/著 菊池良/著 宝島社 913.7/ｶﾝﾀ 

『ゆきうさぎのお品書き』小湊悠貴/著 集英社 913.6/ｺﾐﾅ/B 

『うまい棒は、なぜうまいのか？』チームうまい棒/著 日本実業出版社 

588.39/ｳﾏｲ 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『放課後の厨房男子』秋川 滝美/著  

幻冬舎 913.6/ｱｷｶ 

ここは、普通の民家に見え

るが、手作りの料理を一緒

に食べる場所だった。そん

な「すみっこごはん」に集

う人はいろんな悩みを持

っている。 

『異世界居酒屋「のぶ」』 

蝉川 夏哉/著 宝島社  

913.6/ｾﾐｶ/B 

『東京すみっこごはん』 

成田 名璃子/著 光文社 913.6/ﾅﾘﾀ/B 

これは、とある男子校の料理

部…いや、包丁部の話だ。料

理部って言ったら怒られる。

包丁部に誇りを持っている人

たちだから。そして、部の存

続のために新入生を確保しよ

うと奮闘する。 

 
 

『真夜中のカカシデイズ』 

宮下 恵茉／作 ヒロミチイト／絵   

学研教育出版 913/ﾐﾔｼ 

中一の聡太は、夏休みのある日から、朝起きられなくなりました。

昼夜逆転の生活が続き、２学期が始まっても学校に行けない毎日。

「両親の過剰な期待」や「こころの風邪」や「時間に追われて疲れ

きっている」わけでもないのに、自分でもどうしたらいいかわから

ない。真夜中にコンビニで夜食を買った帰り、田んぼのカカシたち

の会話が自分にだけ聞こえることに気付いた聡太。カカシたちとた

わいない会話をしながら楽しく過ごしますが、ある日、田んぼの稲

が刈り取られ、カカシたちもいなくなります。喪失感にかられた聡

太は必死にカカシたちを探すなかで、自分が学校に行けなくなった

理由にたどりつきます。 

居酒屋「のぶ」の正面入口は、

なぜか異世界に繋がってい

る。そこでは、全く別の文化

がある。その人たちが、未体

験の料理を食べる。 

この本は、空腹のときに読む

と危険。それが食べたくな

る。 

美原図書館のティーンズ

エリアの一角にある「じ

んけんエリア」では、人

権に関するテーマに沿っ

た本の展示やリストの配

布以外にも、関連パンフ

レットや資料なども置い

ています。今展示してい

るテーマは「いじめ・虐

待・不登校」。その中か

ら、不登校をテーマにし

た読みものを１冊紹介し

ます。 

 



　

『このマンガがすごい!』編集部／編　宝島社

 http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/library/index.html
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　　　貸出ランキング（８/２０現在）

このマンガがすごい!　2019

おカネの教室

高井 浩章／著　インプレス

異世界でいきなり経験値2億ポイント手に入れました　[1]

転生賢者の異世界ライフ　[1]

進行諸島／著　SBクリエイティブ

とあるおっさんのVRMMO活動記　17

椎名 ほわほわ／[著]　アルファポリス

雪華 慧太／[著]　アルファポリス

   堺市立美原図書館　　　Ｔｅｌ　３６９－１１６６ 夢十夜　　（乙女の本棚）

夏目 漱石／著　立東舎

   火曜日～金曜日　　　　 １０：００～２０：００

   土曜日　日曜日　祝日　１０：００～１８：００

下鴨アンティーク　[8]

白川 紺子／著　集英社

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 ティーンズエリア

ティーンズエリアでは、毎月ブックフェアを行っています。

過去のテーマを取り上げてみます。

５月 どうぶつの世界へようこそ！

６月 ・きっと見つかる、君の進路

・TEENS AREA 80号 関連の本

７月 ・心の動きを見てみよう～ちょっぴり心理学入門～

・「ジャケ借り」しませんか。

８月 ・日本を知る 世界を知る 人を知る～歴史に触れてみよう～

・TEENS AREA 特別号

（本の一行目にスポットをあててみました。）

６月からは、２つの
ブックフェアをしています。

「ジャケ借り」は、面白い
と評判でした。

ティーンズエリアでこんなブックフェアしました。

<７月撮影＞ <８月撮影＞

このような形でブックフェアを開催し

ています。

たくさんの人に興味を持ってもらえ

るようなテーマで開催しているので、

是非、美原図書館に来てください♪

美原図書館の入口には、

農芸高校の生徒さんたちが、持ってきてれた花を飾っています。

８月現在はコリウスとオリーブがあります。

左の写真は、コリウスを７月に撮影したものと８月に撮影したものです。

８月２１日撮影時、コリウスは植木鉢から溢れるぐらい元気に育っていました。

ちょっぴり観察日記


