
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』

　　　　　　/著       出版

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』

　　　　　　/著       出版

ハルは、漫画を描くことが好きな中学3年の女の子。今、同級生のアキラに

胸をときめかせている。けれども、果たしてこれは、恋なのか、友情なのか。

なぜなら、アキラも同性だから。卒業まで、あともう少し。アキラと一緒に漫

画を描くことになって、ハルは自分の気持ちに確信を持つ。そんなある日、2

人でキスをしている写真をラインで流されてしまって…。

卒業式までの両親や弟、友達、同級生たちとのやりとりがとてもリアルで切

なくて、胸に迫ってくる。色々と考えさせられる一冊です。

知っているようで知らない日本語？

長谷川 まりる/著　Mariru Hasegawa
講談社　913/ﾊｾｶ

 

「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、

　　　「POPふぇすてぃばる

　　　ティーンズのみんなが選んだおすすめの本」です。

清霞高校を舞台に、１０の部活での青春、そしてミステリーを描くアンソロ

ジー。

少し怖いものから、思わずほろりとしてしまうものまで、

どれもあっという間に読んでしまいます。

長編小説が苦手な人にこそ手に取ってほしい一冊です。

「宇宙兄弟」のモデルとなった仕事の話を読むことができる。

マンガのキャラクターと対比させながら、JAXAで働く人たちに取材をしてい

る。

そこで実際に働いている人の話だから、とてもリアルに描かれている。

この本を読むと、壮大な宇宙に夢を馳せることができる。

ぜひ、手に取ってください。

　
『説明がつかない現象と

私が生徒会に入った説明』

葵 日向子/著  木爾 チレン/著  狐塚 冬里/著
西東社  913.68/ｾﾂﾒ

岡田 茂/取材・文 Shigeru Okada
講談社  538.9/ｵｶﾀ

関根 健一/著 Kenichi Sekine
 三省堂　810/ｾｷﾈ

たとえば「後」と「跡」と「痕」。三つの「あと」の使い分け、あなたはできます

か？

この本は一つのテーマについて、読売新聞教育面で連載されていたコラムと

ウェブ配信の解説が見開き２ページに載っています。

読みやすい内容になっているので、気軽にページをめくって、改めて日本語の

楽しさを味わってみませんか？　読み終わるころには、あなたの日本語レベル

がぐっと高くなっているかもしれません。

    新刊の中からおすすめの本をご紹介します!! 

 『なぜなに日本語、もっと』

『宇宙兄弟リアル』

この世には、ふたつの現象があります。一つ
は、説明のつくもの。もう一つは、説明のつかな

いもの。

だれを好きになるかなんて、
自分じゃコントロールできない。

マンガでは描かれていない秘話がそこにある。

『お絵かき禁止の国』

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.82
発行 堺市立美原図書館 2019年12月

ティーンズエリアにマンガが入りました。
マンガは、
分類の本と混ぜて置いているので、探してみてください。
これからも増やしていくので、
どんなマンガが入るかお楽しみに。

詳しくは、４ページ目をご覧ください。



請求記号 書名 著者名 出版者

019.9/ｱｼﾀ まなの本棚 芦田 愛菜／著 小学館
152.1/ﾍｱﾂ 北欧に学ぶ好きな人ができたら、どうする? アンネッテ・ヘアツォーク／著 晶文社
210/ﾂﾂﾐ 失われた世界への時間旅行 堤 隆／著 新泉社
290.1/ﾆｼｵ 現役東大生の世界一おもしろい教養講座 ⻄岡 壱誠／著 実務教育出版
320.4/ｴﾝﾄ 僕らが生きているよのなかのしくみは「法」でわかる 遠藤 研一郎／著 大和書房
375/ﾅｶｻ 「ハッピーな部活」のつくり方（岩波ジュニア新書 903） 中澤 篤史／著 岩波書店
376.41/ﾉｳｷ 農業高校へ行こう! 全国農業高等学校⻑協会／監修 家の光協会
406.9/ﾏﾅﾍ 恐⻯の魅せ方 真鍋 真／著 CCCメディアハウス

480.76/ｺﾐﾔ もっと知りたい動物園と水族館 小宮 輝之／著 メディアパル
498.55/ｼﾖｼ 女子栄養大学栄養のなるほど実験室 吉田 企世子／監修 女子栄養大学出版部

699/ﾌｶﾂ 部活でスキルアップ!放送活躍のポイント50（コツがわかる本） さらだ たまこ／監修 メイツ出版
786.8/ﾊｼﾒ はじめてのスケートボード H.L.N.A／監修 成美堂出版
789.2/ｿｶﾍ 中学・高校生のための柔道のやさしいトレーニング科学 曽我部 晋哉／著 ベースボール・マガジン社

814.4/ｾﾝｼ 先人の知恵を今に生かす四字熟語図鑑 佐藤 友樹／監修 ナツメ社
816/ﾐﾔｹ 文芸オタクの私が教えるバズる文章教室 三宅 香帆／著 サンクチュアリ出版

857.8/ｱﾗｶ 「リサとガスパール」と一緒にひとことフランス語 荒川 久美子／著 白水社

913/ｲｼｲ ぼくたちは卵のなかにいた 石井 睦美／作 小学館
913/ｸﾛｶ 天を掃け ⿊川 裕子／著 講談社
913/ﾅｶｿ ネッシーはいることにする ⻑薗 安浩／著 ゴブリン書房
913.6/ｵｵｼ 催眠ガール 大嶋 信頼／著 清流出版
913.6/ｼｵﾐ 明日の世界が君に優しくありますように 汐見 夏衛／著 スターツ出版
913.6/ﾃﾙﾌ デルフィニア戦記公式ガイドブック 3 C★NOVELS編集部／編 中央公論新社
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 3 雪華 慧太／[著] アルファポリス
933/ﾚﾉﾙ ゴースト  （Sunnyside Books） ジェイソン・レノルズ／作 小峰書店
989/ﾁﾔﾍ 五つのパン  （世界ショートセレクション 11） カレル・チャペック／作 理論社

B913.6/ｵﾉｻ 世界の終わりと噓つき少女（ポプラ文庫ピュアフル Pお-5-1） 小野崎 まち／[著] ポプラ社
B913.6/ｼｲﾅ 返却はお早めに（小学館文庫 Cし2-1 キャラブン!） 椎名 蓮月／著 小学館
B913.6/ﾅｶﾀ 数字で救う!弱小国家 4 （電撃文庫 3546） ⻑田 信織／[著] KADOKAWA
B913.6/ﾅﾐｷ いざ、しゃべります。（メディアワークス文庫 な8-2） 並木 飛暁／[著] KADOKAWA
B913.6/ｱﾏﾉ 十歳の最強魔導師 6 （ヒーロー文庫） 天乃 聖樹／[著] 主婦の友インフォス

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！　



 

      

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『夏の祈りは』須賀 しのぶ/著  

新潮社 913.6/ｽｶ/B 

人工知能の研究者だった父

の謎の死。「探偵」と「犯人」

の AI を遺して…。そして、

犯人の AI を悪用するテロリ

スト集団。 

大胆な奇想と緻密なロジッ

クが発火する推理バトルだ。 

『このはのおかね、つかえます』 

茂市 久美子/作 土田 義晴/絵 

佼成出版社 ﾓｲﾁ 

『探偵 AI のリアル・ディープラーニング』 

早坂 吝/著 新潮社 913.6/ﾊﾔｻ/B 

 

この本はある高校の野球部が

甲子園を目指す話です。 

そして、この本では、１つの高

校のいろいろな世代の話があ

り、どの話もとてもいいです。 

ティーンズエリアの一角

にある「じんけんエリア」

では、子どもの人権に関

するテーマに沿った展示

やブックリスト等を常設

しています。今回は「い

じめ・虐待・不登校」の中

から、虐待をテーマにし

た読みものを１冊紹介し

ます。 

六年生の麻里生は、二年生の弟森生と母親の三人暮らし。両親は三年

前に離婚して、父親とは別居している。ある日、麻里生は弟のある行

為が許せず、怒りにかられて力一杯殴ってしまう。 

麻里生は、両親の離婚前、よく父親に叩かれたり、蹴られたりしてい

た。勉強も運動も絵を描くことも下手で、なにをやっても「にぶい」

「ばか」と言われ、しかられていた。それは全部自分が悪いからだと

思っていた。父親に叱られないよう、いつもびくびくしていた。 

麻里生は、父親から殴られた苦い記憶があるのに、弟に同じことをし

てしまった。でも父親だって、あやまったことがないんだから、殴ら

れる方が悪いんだと思う。でも…。 

麻里生の気持ちが少しずつ前向きになる様子がていねいに描かれて

いるお話です。 

このお話は、ある２匹の親子た

ぬきの物語が描かれています。

こだぬきの誕生日に母さんた

ぬきは、ソフトクリームを買い

ました。支払ったお金は、この

葉のお金。それが、お店の人に

ばれてしまって…。 

心温まるラストに注目です。 

よしもとばななの短編集。 

辛い時に読むと救われる。

肯定する力が湧いてくる。

そんな５つの短編が詰ま

った作品です。 

『デッドエンドの思い出』よしもと ばなな/著 

文藝春秋 913.6/ﾖｼﾓ 

みんなの紹介文も

載せるよ♪ 

『ぼくが弟にしたこと』 

岩瀬成子／作 長谷川集平／絵 

理論社 913/ｲﾜｾ 



　

白川 紺子／著　集英社

 http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/library/index.html
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　　　貸出ランキング（１１/２３現在）

下鴨アンティーク　[8]

ビーカーくんのゆかいな化学実験

うえたに夫婦／著　誠文堂新光社

異世界でもふもふなでなでするためにがんばってます。　6

転生賢者の異世界ライフ　2

進行諸島／著　SBクリエイティブ

魔法世界の受付嬢になりたいです　1

まこ／著　フロンティアワークス

向日葵／著　双葉社

   堺市立美原図書館　　　Ｔｅｌ　３６９－１１６６ 日本の歴史　3　（角川まんが学習シリーズ）

山本 博文／監修　KADOKAWA

   火曜日～金曜日　　　　 １０：００～２０：００

   土曜日　日曜日　祝日　１０：００～１８：００

異世界隠密冒険記　2

リュース／著　アルファポリス

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

ティーンズエリアにマンガが入りました。

ティーンズエリアにマンガが入りました。

ティーンズのみなさんに、活字の本を読むきっかけ

作りにしてもらいたいと思い、マンガを入れることに

しました。

マンガは、分類の本と同じように並んでいます。

ぜひ、その周辺の本も読んでみてください。

ほんの一部を紹介します。

これから、どんどん増えていきますので、楽しみに

していてください。

『異世界居酒屋「のぶ」』

ヴァージニア二等兵／著 蝉川 夏哉／原作

転／キャラクター原案 KADOKAWA

『先生と僕 夏目漱石を囲む人々』（作家編・青春

篇）

香日 ゆら／著 河出書房新社

『天地創造デザイン部』

蛇蔵／原作 鈴木 ツタ／原作 たら子／作画 講

談社

『はたらく細胞』 清水 茜／著 講談社

『はじめアルゴリズム』 三原 和人／著 講談社

こんな感じで、
分類の本と混ぜ
て置いています。

入ったマンガの一部

マンガのブックフェアも

開催し、

分類の本も混ぜて置き

ました。

マンガも分類の本もよ

く貸出があります。


