
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』

　　　　　　/著       出版

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』

　　　　　　/著       出版

わかりやすいってこういうこと。

E・ウォルターズ/作　小梨 直/訳　深川 直美/画

福音館書店　933/ｳｵﾙ

『リバウンド』

日常は、リアルな災害の連続！

新型コロナウィルスが世界中で猛威をふるった。それはまさに災害と言えるだろう。

この本は災害時医療やその現場で活躍する人たちの仕事について丁寧に書かれている

が、ぜひ医者や看護師などを目ざしていない人こそ手にとってもらいたい。なぜなら、災害

の現場で発揮される「アドリブ力」というのは、日常の「寝坊した！」「学園祭のイベントが決

まらない」などの「困った！」を解決するのにも役立つから！？

災害の現場で活躍する「アドリブ力」のプロである著者から日常で問題が起こったとき、どの

ように考えることができるか？を知ることができる一冊。

 

   「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。 新しく入った本や”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、

　　　「憂鬱な気分をふっとばせ！」です。

　
『いのちを救う災害時医療』

森村 尚登/著　 MORIMURA　Naoto
河出書房新社  498/ﾓﾘﾑ

長薗 安浩/著　 NAGAZONO Yasuhiro
ゴブリン書房　913/ﾅｶｿ

美術館なんか行ったことないよ、というあなた。

行ってみたいけど中の人に怒られたらいややな、というあなた。

美術館でどんなことができるか（絵を見るだけじゃないんだよ）、どんなことに気をつければ

怒られずにすむか、少ない文字数で（これ大事）わかりやすく書かれています。

あなたのまわりの「難しい本ダメ」って言う人にも見てもらって、一緒に美術館へ行ってみよ

う！

野球部で全国優勝を目ざしていた中学三年生の純。けれど地区予選であっさり敗退してしま

い、夏休みの予定が変わってしまった。近頃疎遠になっていた幼なじみのトモと過ごす時間が

増える中、単身赴任中の父から届いたメールで、今も色濃く残るベトナム戦争の爪痕を知る。

新しい世界と「遭遇」することを知った中学最後の夏休み。純はどんなことを感じ行動するの

か。進路や人間関係に悩む人も共感できるかも。

日本でいうと中学二年生にあたる八年生のショーンとデーヴィッドはバスケットが好きで、共にト

ラブルを抱えている。ショーンは新しい学校になじめてないし、デーヴィッドは交通事故にあい、

車いす生活を余儀なくされているのだ。

この話では、そんな二人がお互いを理解して、一歩踏み出す姿が描かれている。目の前の現

実は思い通りになるとは限らないけれど、ゴールに失敗したときのリバウンドのように、一回の

トラブルで人生が決まるわけではない。どんな形だって次のシュートで決めればいい。読み終え

たときにそう思える一冊だ。

赤木 かん子/著　宇佐江 みつこ/絵
埼玉福祉会出版部　706.9/ｱｶｷ

    新しく入った本の中からおすすめの本をご紹介します!! 

 『美術館にいってみた』

『ネッシーはいることにする』

大事なことは、失敗したシュートを次にどうやって決めるかだ

名作、『あたらしい図鑑』の続編

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.84
発行 堺市立美原図書館 2020年6月

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：5月19日から7月17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。



請求記号 書名 著者名 出版者

007/ｼﾖｳ 情報最新トピック集　2020　高校版 久野 靖／監修 日経BP

320/ｶﾐﾂ 18歳までに知っておきたい法のはなし 神坪 浩喜／著 みらいパブリッシング

375/ｻｶﾓ マンガでわかる!中学生からの最強の勉強法 坂本 七郎／著 ナツメ社

417/ｲｼｸ 統計学をめぐる散歩道　　（岩波ジュニア新書 913） 石黒 真木夫／著 岩波書店

451/ｼﾔﾝ グレタと立ち上がろう ヴァレンティナ・ジャンネッラ／著 岩崎書店

536/ｺﾝﾀ 若き鉄オタのフォトブック 権田 真吾／著 みらいパブリッシング

594.2/ｽﾇﾋ SNOOPYのいろんな表情を刺繡しよう KADOKAWA

763.64/ﾌｶﾂ 部活で吹奏楽トロンボーン上達BOOK　　（コツがわかる本） 岸良 開城／監修 メイツユニバーサルコンテンツ

775.4/ｶﾜｼ 宝塚受験世界にひとつしかない夢 川路 真瑳／著 左右社

779.9/ﾖｼｱ 友達ゼロで不登校だった僕が世界一ハッピーな高校生になれたわけ よしあき／著 KADOKAWA

807/ｶﾄﾀ
音読で外国語が話せるようになる科学　　（サイエンス・アイ新書 SIS-444

科学）
門田 修平／著 SBクリエイティブ

816/ﾊﾔﾐ めんどくさがりなきみのための文章教室 はやみね かおる／著 飛鳥新社

820/ﾐﾜ 鉄人講師が明かす三羽邦美の漢文ルール　　（心の友だち） 三羽 邦美／著 PHP研究所

910.23/ﾏﾂﾑ 古典の裏 松村 瞳／著 笠間書院

913/ﾏｼﾏ みつきの雪　　（講談社・文学の扉） 眞島 めいり／作 講談社

913/ﾓﾘｼ ずっと見つめていた 森島 いずみ／作 偕成社

913/ﾖｼﾀ ばかみたいって言われてもいいよ　1 吉田 桃子／著 講談社

913.6/ｼｵﾐ 君はきっとまだ知らない 汐見 夏衛／著 スターツ出版

913.6/ﾅﾂｷ 女神に訳アリ魔道士を押し付けられまして。　　（レジーナブックス） 奈月 葵／著 アルファポリス

913.6/ﾔｼﾏ 鬼滅の刃　[1]　　（JUMP J BOOKS）
吾峠 呼世晴／[原]著

矢島 綾[ノベライズ]著
集英社

914.6/ｻｲﾊ コンプレックス・プリズム 最果 タヒ／著 大和書房

943/ｼﾕﾙ ぼくたちがギュンターを殺そうとした日 ヘルマン・シュルツ／作 徳間書店

B913.6/ｱｶﾂ この素晴らしい世界に祝福を!よりみち!　　（角川スニーカー文庫 あ-6-4-1） 暁 なつめ／著 KADOKAWA

B913.6/ｲﾇｼ あの冬、なくした恋を探して　　（ポプラ文庫ピュアフル Pい-6-2） いぬじゅん／著 ポプラ社

B913.6/ｵｶﾜ ツインスター・サイクロン・ランナウェイ　　（ハヤカワ文庫 JA 1421） 小川 一水／著 早川書房

CO/ｲﾉﾔ ランウェイで笑って　vol.3　　（講談社コミックス週刊少年マガジン） 猪ノ谷 言葉／著 講談社

CO/ｵｵｲ
聲の形　3　　（講談社コミックスマガジン KCM5036 SHONEN MAGAZINE

COMICS）
大今 良時／著 講談社

CO/ｵｵﾜ 映像研には手を出すな!　03　　（ビッグコミックス スピリッツ） 大童 澄瞳／著 小学館

CO/ﾄｳﾄ 信長を殺した男　第3巻　　（ヤングチャンピオンコミックス）
藤堂 裕／漫画

明智 憲三郎／原案
秋田書店

ティーンズエリア新着図書の一部（2020年3月～ 2020年5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！　

ぞくぞく新しいラインナップ　漫画　



  

  

憂鬱な気分をふっとばせ！

                               

 

 

        

 

 

 

 

 

 

『ぼくらの七日間戦争』 宗田 理/作 

ポプラ社 913/ｿｳﾀ 

『十四歳日和』 水野 瑠見/著 

講談社 913/ﾐｽﾉ 

『いざ、しゃべります。』並木 飛暁/著 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ/メディアワークス文庫  B913.6/ﾅﾐｷ 

中１の夏休みに、クラスメ

イトが一致団結して家を

飛び出した。最後の最後ま

で大人たちに対して、一歩

も引かない中学生達が痛

快すぎる不朽の名作。 

男子も女子も、悩んだり迷っ

たりしながら頑張っている。

読み終えた後、爽やかな気持

ちになれる４つのお話です。 

 
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。今回はインター

ネットとの付き合い方に

関する本を紹介します。 

コミュ障で、ウツウツとした大

学生活を送っていた主人公が、

落語と出会い、自分の殻を破っ

て変わっていく姿にスカッと

します。 

『大人を黙らせる 

インターネットの歩き方』 

小木曽 健/著 007/ｵｷｿ 筑摩書房 

  雨続きでイライラ、ウツウツ。 

  そんな気持ちをスカッとさせて

くれる本を紹介しています 

機械制御研究部＝略して「キケン」。理系男子

たちが繰り広げる事件だらけの爽快な日々 

ネットとはどんなものでしょうか。 

第１章では、ネットを使うのに文句をいう大人は、スマホもネット

もよくわかっていません。そんな大人をスマートに説得し、さらに

ネットについてアドバイスし感謝される知識が書かれています。 

第２章では、「正しく怖がるインターネット」講演会を全国の学校

などで 300回以上講演している著者が、ネットがどんなもので、～

するとこんなことが起きて、だから～すると失敗しない、そのこと

をいろいろな事例をまじえて丁寧に説明しています。 

例えば、皆さんの自宅の玄関ドアに貼れるものはどんなものでもネ

ットに投稿してもＯＫ！など。ネットはただの道具で、使う人間に

よってその価値が変わると筆者は説きます。多くの事例から、ネッ

トを使いこなすヒントをくれる本です。 

『キケン 成南電気工科大学機械制御

研究部』 有川 浩/著  

ＫＡＤＯＫＡＷＡ/角川文庫 B913.6/ｱﾘｶ 

 

他に 

「チア男子‼」 朝井 リョウ/著 集英社 913.6/ｱｻｲ 

「風が強く吹いている」  三浦 しをん/著 新潮社 913.6/ﾐｳﾗ 

「理系の子」 ジュディ・ダットン/著 文藝春秋 407/ﾀﾂﾄ 

「犬部！ 北里大学獣医学部」 片野 ゆか/著 ポプラ社 645.6/ｶ     

等もあります 

スマホは便利で楽しいツール
ですが、いじめにつながった
り、犯罪トラブルに巻き込ま
れたりする危険もあります。 
ネットのことをよく知ろう！ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1542374497/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9mcmFtZS1pbGx1c3QuY29tLz9wPTMzMzA-/RS=%5eADBcB5hBlYKLq_5Uq.Py6YiWoMR3Fw-;_ylt=A2RCA9rhcu1bYiYAzAgdOfx7


電子図書館では、いつでも好きなときにスマートフォンやタブレットで電子書籍の貸出ができま
す。一度ホームページをのぞいてみませんか？

図書館使いこなし術 その５
★電子書籍編

●電子書籍ならではのよいところ
紙の本では書き込み式の参考書など
は取り扱っていませんが、この電子
図書館では、TOEICやその他の言語
の参考書も貸出ができます。音声つ
きの電子書籍もありますよ！

図書館の電子書籍のご利用には、以下が必要です。
①堺市立図書館の貸出カード番号 ②パスワード（地域資料は不要）③インターネットに繋がっているパソコン・
iOS端末・Android端末のいずれか

●英語学習を一部ご紹介～音声つきもあります～
・「TOEIC TEST 全パートまるごとスピードマスター」

成重寿／著 松本 恵美子／著 Jリサーチ出版
・「英検準２級面接大特訓」植田一三・菊池葉子・

上田敏子／著 Jリサーチ出版
・「カゲロウデイズで中学英文法が面白いほどわかる本

デジタル版」じん（自然の敵P）／原作 KADOKAWA

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

ジャン
ル検索

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

ホームページ
http://www.city.sakai.lg.jp/
kosodate/library/index.html

（お知らせ）「ティーンズエリア貸出ランキング」はお休みしました
新型コロナウィルスに伴う臨時休館中は通常の貸出をしていないため、毎号掲載の「貸出ラン
キング」は掲載していません。


