
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』

　　　　　　/著       出版

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』

　　　　　　/著       出版

 

「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、

　　　　　　　「なにかをはじめてみませんか？」です。

ケガでサッカー部を休んでいた、針宮優人は、同じクラスの糸井さんによって

被服部の助っ人にされてしまう。

優人は、手芸好きだということを見破られ、文化発表用のドレス作りをサポー

トするが…。一方で、それを恥ずかしいと思う自分が居る。

そんな気持ちと向き合っていく話になっている。

この本では、レポートや論文の作成方法が分かりやすく書かれている。

さらに、調べ方の手順がひとつひとつ丁寧に説明されている。

中高生のみなさんはもちろんのこと、大人が読んでもとても学びが多いもの

となっている。

学生時代にこんな本と出会いたかった！と思わず叫びたくなる本。

ぜひ、手に取ってみてください。本当に叫ぶことになるはず。

　
『ぼくのまつり縫い』

神戸 遥真/作 Kobe Haruma
 井田 千秋/絵  Ida Chiaki

偕成社  913/ｺｳﾍ

東京都立高等学校学校司書会ラーニングスキルガイド
プロジェクトチーム/編著
ぺりかん社  375/ﾀﾝｷ

ディラン・スラス、ローズマリー・モスコ/文
ジョイ・アン/絵　樋口 武志/訳

 飛鳥新社　290/ｽﾗｽ

世界には、きみたちが驚く場所がたくさんある。

この本に載っている場所は、地球のどこかに実在するものである。

ビンで建てた家があったり、永遠に続くカミナリを見ることができる場所があっ

たりと、驚きばかりである。

気になったところがあれば、訪れてみてはどうだろうか。

    新刊の中からおすすめの本をご紹介します!! 

 『世界秘境マップ』

『探究に役立つ！学校司書と学ぶレポート・
論文作成ガイド』

好きなことに正直になりたい。

健康な耳に聴こえる最小の音ね。

この本、学生時代に欲しかった。

『蝶の羽ばたき、その先へ』

中学２年の春、結は突発性難聴で左耳が聞こえなくなる。友達には言えな

い。でも会話が聞こえず、呼ばれても気づかないことがあった。友達との関

係もギクシャクし始める。どうしたらいいのかわからないまま、時間だけが過

ぎていく。

そんなときに、あることがきっかけで、手話サークルに通い始めた。

そこで、出会った人と関わっていく中で、結の心が動き、言葉にすることの大

切さを知り、行動する。

世界にはいろいろな場所がある。

森埜 こみち/著　Morino Komichi
小峰書店　913/ﾓﾘﾉ

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.83
発行 堺市立美原図書館 2020年3月

今回もティーンズエリアに入った漫画をたっぷりと紹介し
ます。
どんな漫画が入ったか、
美原図書館に来て確認するのも楽しいかも？
詳しくは、4ページ目を見てください。



請求記号 書名 著者名 出版者

010/ﾄﾑｿ 戦場の秘密図書館 マイク・トムソン／著 文溪堂
222/ﾜﾀﾅ はじめての三国志（ちくまプリマー新書 337） 渡邉 義浩／著 筑摩書房
316/ﾅｶﾔ 主人公はきみだ 中山 千夏／著 出版ワークス
376.8/ﾆｼｵ 現役東大生が教える絶対に成績が上がるハイブリッド勉強法 ⻄尾 彰将／著 KADOKAWA
410/ﾖｺﾔ サクッとわかる!中学数学キャラ図鑑 横山 明日希／著 KADOKAWA
410.4/ﾕｳｷ 数学ガールの秘密ノート 学ぶための対話 結城 浩／著 SBクリエイティブ
493/ﾋﾗｲ 発達障害（岩波ジュニア新書 908） 平岩 幹男／著 岩波書店
498/ﾓﾘﾑ いのちを救う災害時医療（14歳の世渡り術） 森村 尚登／著 河出書房新社

760/ｲｹﾍ 音楽ってなんだろう?（中学生の質問箱） 池辺 晋一郎／著 平凡社
761.8/ｵｵｷ 作曲少女 2 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

764.6/ｵｻﾜ 私たちの負けられない想い。 オザワ部⻑／著 ベストセラーズ
816.5/ｼﾖｳ 小論文これだけ! 模範解答経済・経営編 樋口 裕一／著 東洋経済新報社
902/ｺｲﾂ 恋って何ですか?（14歳の世渡り術） 河出書房新社／編 河出書房新社
908/ﾓﾓﾄ 5分後に意外な結末ex 白銀の世界に消えゆく記憶 桃⼾ ハル／編著 学研プラス
911/ｻﾄｳ 俳句を楽しむ（岩波ジュニア新書 907） 佐藤 郁良／著 岩波書店

913/ｵｵﾔ ハロー、マイフレンズ 大矢 純子／作 朝日学生新聞社
913/ｶｼｻ 星くずクライミング（くもんの児童文学） 樫崎 茜／作 くもん出版
913/ｶﾄｳ ありのままに生きてます 加藤 英明／著 KADOKAWA
913/ﾑﾗｶ あの子の秘密（フレーベル館文学の森） 村上 雅郁／作 フレーベル館
913.6/ｵｵｲ シャガクに訊け! 大石 大／著 光文社
913.6/ｶﾜﾊ 風に乗って、跳べ 川端 裕人／著 朝日学生新聞社
913.6/ｼﾝｺ 転生賢者の異世界ライフ 4（GAノベル） 進行諸島／著 SBクリエイティブ
913.68/ｳｼﾀ 54字の物語 ZOO 氏田 雄介／編著 PHP研究所
933/ｳｵｸ この海を越えれば、わたしは ローレン・ウォーク／作 さ・え・ら書房
933/ｸﾗﾂ 貸出禁止の本をすくえ! アラン・グラッツ／著 ほるぷ出版

B913.6/ｱｵﾔ ぽけっと・えーす!（電撃文庫 3586） 蒼山 サグ／[著] KADOKAWA
B913.6/ｸｻﾉ 大絶滅恐⻯タイムウォーズ（ハヤカワ文庫 JA 1409） 草野 原々／著 早川書房
B913.6/ﾀｲ 坂の上のレストラン《東雲》（ポルタ文庫 た-1-1） 田井 ノエル／著 新紀元社
B913.6/ﾊﾙｵ 前略、顔のない騎士と恋を始めます。（ビーズログ文庫 は-4-01）春臣 あかり／[著] KADOKAWA
B913.6/ﾌﾆﾁ しあわせ食堂の異世界ご飯 5（ベリーズ文庫 Iぷ1-5） ぷにちゃん／著 スターツ出版

ティーンズエリア新着図書の一部（2019年12⽉〜 2020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！　



 

       

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『正しいパンツのたたみ方』 

南野 忠晴/著 岩波書店 590 

『人生を変えるアニメ』河出書房新社/編 

河出書房新社 778/ｼﾝｾ 
『カメラの教科書』 岡嶋 和幸/著 

エムディエヌコーポレーション 746/ｵｶｼ 

タイトルで惹かれます。 

これは、大人が読むと、中

高生のときに読みたかっ

たと言う本です。とりあえ

ず、読んでみてください。 

悩んでいるとき、勇気が

ほしいときなど、ぜひ。 

 

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。今回は災害を通

して命を見つめる読みも

のを１冊紹介します。 

カメラに興味を持った人、

必見！これが知りたかっ

たというものが、ここに書

かれています。 

『アポリア あしたの風』 

いとう みく／作 宍戸 清孝／写真 

童心社 913.6/ｲﾄｳ 

いろいろな最初があると思う。 

図書館での本との出会いが、 

そんな最初になれればいいな。 

歌舞伎を部活で

やってみたい！

そんな部活ない

って？だった

ら、造ろうよ！ 

中学 2年生の一弥は、サッカー部のキャプテンで、友達も多い。とこ

ろが 3ヶ月前から学校に行かなくなった。誰にも理由を言わず、部屋

に引きこもっている。母親が学校に面談に行くため家で準備をしてい

たある日、突然大きな地震にみまわれる。それまで一弥は自分の感情

を抑えられず暴力を振るってしまうことを自分自身怖いと感じてい

た。しかし、避難先で、人が人を守ろうとする気持ちと向き合い、自

分も周りの人に守ってもらっていたことに気づくことで、頑なだった

一弥の心が変わり始める。物語は東日本大震災とは時期も場所も違う

設定だが、文章の合間に実際の震災後の写真を多用し、臨場感が迫る。

自分は生きていていいんだと思える一作。 

『カブキブ！1』榎田 ユウリ/著  

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6/ｴﾀ/B 

他に 

『美術教師がつくった 水彩画の教科書』米山政弘/編著 かもがわ出版 724.4/ﾖ 

『NHK 伝える極意 達人に学ぶコミュニケーション１～４巻』 

NHK「伝える極意」制作班/編 汐文社 361 

『鉄道ひとり旅入門』今尾恵介/著 筑摩書房 686 

『高校生に知ってほしい心理学』宮本聡介・伊藤拓/編著 学文社 140/ｺｳｺ 

『口ぐせひとつでキミは変わる』佐藤富雄/著 PHP 研究所 159 



   火曜日～金曜日　　　　 １０：００～２０：００
   土曜日　日曜日　祝日　１０：００～１８：００
   堺市立美原図書館　　　Ｔｅｌ　３６９－１１６６
 http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/library/index.html

貸出ランキング（２/１４現在）
1 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]

雪華慧太／[著] アルファポリス
２ 「空気」を読んでも従わない

鴻上尚史／著 岩波書店
３ 英単語の語源図鑑 [正]

清水建二／著 かんき出版
４ 異世界居酒屋「のぶ」 [1杯目]

蟬川夏哉／著 宝島社
５ さよなら、田中さん

鈴木るりか／著 小学館
６ 東大教授がおしえるやばい日本史

本郷和人／監修 ダイヤモンド社
７ ダンジョン農家! [1。]

ティーンズエリアに漫画が入りました。part2

TEENS AREA vol.82でも取り上げましたが、
今回、新たにティーンズエリアに漫画が入ったので、
その一部を紹介します。

これからもどんどん入ってきます。
楽しみにしていてください。

『ここは今から倫理です。』
雨瀬 シオリ／著 集英社

『しっぽの声』
夏 緑／原作 ちくやま きよし／作画 小学館

『能楽師探偵月城奏人の心得』
みやの はる／著 KADOKAWA

『信長を殺した男』 藤堂 裕／漫画 明智 憲三郎／原案
秋田書店
『マンガに、編集って必要ですか？』 青木 U平／著
新潮社
『ランウェイで笑って』 猪ノ谷 言葉／著 講談社
『和算に恋した少女』 中川 真／脚本 根上 生也／監修
風狸 けん／作画 小学館

入ったマンガの
一部を紹介。

美原図書館に来たときは、
是非ティーンズエリアに
立ち寄ってください。

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


