
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』

　　　　　　/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、  「手に取りやすくて、読みやすい。

　　 ティーンズ向きの文庫作品を読んでみませんか？」

　   です。　

　　

　　

　　

　　

    新刊の中からおすすめの本をご紹介します!! 

講談社  913.6/ｺﾄｳ　　 童心社　913/ｲﾄｳ

『博士
 は く し

の愛したジミな昆虫 』

『天使のにもつ』

『美術館って、おもしろい！』

人が人と出会って、そこから何も得るものが
ないなんてことはない！

風化させてはいけない事

幼稚園教諭の免許を取る為に大学に通っている江口菜々子は、ある新聞記

事を目にした事を切っ掛けに、亡くなった祖母の事や自分自身のルーツにつ

いて考える事になっていく。

この作品を読んで「被爆ピアノ」という言葉を初めて知りました。70年以上経っ

た今でも忘れてはいけない、風化させてはいけない事があるのだと改めて気

づかせてもらえる一冊です。

主人公斗羽風汰が職場体験先に選んだのは、なんと『エンジェル保育園』。理

由は一番楽そうだから……。

ふざけた髪型、だらしない返事や態度は、これまで体験に来た中学生の中で

群を抜いていた。しかし好き嫌いに正直な子どもたちに好かれ、次第に先生

たちも彼を受け入れていく様子は、読んでいて心がホッコリします。

いとう みく/著　Ito Miku

　　
『おかあさんの被爆ピアノ』

五藤 利弘/著  Goto Tosihiro

聞いたこともないジミな昆虫なのに、読むと彼らが気になってしまう！　昆虫た

ちの行動の意味や謎、意外な一面を１０人の虫博士たちが研究し、究明して

いきます。昆虫たちがケンカしたり敵の敵は味方だったり、人間と同じようなつ

ながりさえも感じました。虫の生態だけでなく、それぞれの研究方法や、研究

の最中一喜一憂しながらも、諦めずに虫と向き合い、研究を続ける昆虫博士

たちの熱意と根性、そして探求心も魅力的です。

チェコのモラヴィア美術館が作った一冊。彩り豊かでユーモアあふれるイラス
トが豊富に書かれているので、見ているだけでも楽しめる内容になっていま
す。
モナリザの絵が有名になったのは、盗難事件があったから！　という犯人の
大胆な犯行のことが書かれてあったり、最後に本に出てきた美術作品を全部
見つけられるかな？　というページもあったりして、興味がそそられる本だと思
います。展示の仕方や準備など、どうやって展覧会が作られているのかを知
ると、これから美術館に行ったときの見方が変わってくるのではないでしょう
か。

金子 修治/編著　Kaneko Shuji

岩波書店　486/ﾊｸｼ 河出書房新社　706/ﾋｼﾕ

読むと彼らが気になってしまう！
モナリザの絵が有名になったのは、

盗難事件があったから！

モラヴィア美術館/著

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.86
発行 堺市立美原図書館 2020年12月

『ティーンズＰＯＰふぇすてぃばる結果発表』は4Pに！

美原図書館内、図書館ホームページで投票を
おこなった、ティーンズＰＯＰふぇすてぃばるの
結果を今号の巻末に発表しています。
スペースの関係で、ＢＥＳＴ３までしか紙面では
掲載できていませんが、堺市立図書館ホーム
ページでは、多くの得票を得たベストＰＯＰ賞に
ついても、発表しています。
是非、図書館ＨＰをご覧ください。

http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/library/index.html



請求記号 書誌情報 著者名 出版者

007.13/ﾏﾙﾔ AIエンジニアになるには（なるにはBOOKS 155） 丸山 恵／著 ぺりかん社
158/ｻｲﾄ 友だちってなんだろう? 齋藤 孝／著 誠文堂新光社
210.1/ﾀﾏ のほほん日本史入門 玉先生／著 日本図書センター
376.33/ﾌﾚｲ ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ／著 新潮社
376.8/ﾊｼｸ 薬学部（なるにはBOOKS 大学学部調べ） 橋口 佐紀子／著 ぺりかん社
378/ｸﾙｸ 10代のためのソーシャルシンキング・ライフ パメラ・クルーク／著 金子書房
378/ﾄｸﾍ 特別支援学校教諭になるには（なるにはBOOKS 66） 松矢 勝宏／編著 ぺりかん社
429.6/ｽﾃｲ ブロックで学ぶ素粒子の世界 ベン・スティル／著 白揚社

910.26/ｴﾄｶ 江戸川乱歩語辞典 奈落 一騎／著 誠文堂新光社
913.6/ｷｻﾗ リセット　14 如月　ゆすら／著 アルファポリス
913.6/ｺｳﾉ 昨日星を探した言い訳 河野 裕／著 KADOKAWA

913.6/ｺｳﾍ 恋とポテトとクリスマス　　 神戸 遙真／著 講談社
913.6/ﾅｾ 光合成理論 奈瀬 セナ／著 KADOKAWA

913.6/ﾊﾊ 蜘蛛ですが、なにか?　13　　 馬場 翁／著 KADOKAWA

913.6/ﾘﾌｼ 無職転生　23　　 理不尽な孫の手／著 KADOKAWA

913/ｲｼｶ 青春ノ帝国 石川 宏千花／著 あすなろ書房
913/ｻｸﾗ イイズナくんは今日も、　　 櫻 いいよ／著 PHP研究所
913/ｻｻｷ サード・プレイス　　 ささき あり／作 フレーベル館

B913.6/ｶﾏﾁ とある魔術の禁書目録(インデックス)外典書庫　1　　 鎌池 和馬／[著] KADOKAWA

B913.6/ｶﾏﾁ 創約とある魔術の禁書目録(インデックス)　2　　 鎌池 和馬／[著] KADOKAWA

B913.6/ｼﾕｳ 灰と幻想のグリムガル　level.16　　 十文字 青／著 オーバーラップ
B913.6/ﾀｹﾊ お迎えに上がりました。　5　　 竹林 七草／著 集英社
B913.6/ﾄﾅﾐ 厨病激発ボーイ　11　　 れるりり／原案 KADOKAWA

B913.6/ﾓﾄｷ オトギロワイヤル　　 幹／[著] 講談社

CO/ﾑﾗｵ もういっぽん!　3　　 村岡 ユウ／著 秋田書店
CO/ﾖｼﾅ きのう何食べた?　1　　 よしなが ふみ／著 講談社

あなたの趣味や実用にお役立ち！　～趣味と実用書の新刊～

ティーンズエリア新着図書の一部（2020年9月～2020年11月）

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



                        

        

 

 

 

 

『デュラララ！！』成田 良悟/著  

ＫＡＤＯＫＡＷＡ／電撃文庫 B913.6/ﾅﾘﾀ 

『ヒマワリ：ｕｎＵｔｏｐｉａｌ Ｗｏｒｌｄ １』林 トモアキ/著 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ／角川スニーカー文庫 B913.6/ﾊﾔｼ 

『ドラフィル！ 竜ヶ坂商店街オーケストラの英雄』 

美奈川 護/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ／メディアワークス文庫 

B913.6/ﾐﾅｶ 

竜ヶ坂商店街のアマチュ

アオーケストラと、そのま

とめ役の少女と青年が出

会い、個性的なメンバーの

悩みを解決していくお話

です。それぞれの形で音楽

とつながり、悩みに向き合

う姿が心に響く一冊です。 

養父を亡くした日向葵は四年前のある事件

をきっかけに無気力な生活を送っていた。そ

んな中、桐原士郎との出会い機に新ほたる市

で開催される、犯罪組織や各国特務機関など

が参加する無差別のバトルゲーム“ルール・

オブ・ルーラー”に参加していく！ 

 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。今回はネットい

じめに関する本を紹

介します。 

東京池袋を舞台に高校生やカラーギャ

ングなど、数多くの魅力的なキャラク

ター達が織りなす群像劇。 

何度もアニメ化やゲーム化などのメデ

ィアミックスを繰り返すライトノベル

界を代表する名作です。 

「ネットいじめ エスカレートしないために（学校のト

ラブル解決シリーズ６）」  

ロビン・マッケカーン／作 大月書店 371 

戦国乱世を駆け巡る男装の姫と、神宝を持つ八

人の剣士・八忍剣の時代活劇。読みごたえがあ

って、映画を観ているかのようにスピード感が

あるので、白熱した戦闘の臨場感が伝わってき

ます。するりと読めるのでオススメです。 

いじわるなコメントをする、のけものにする、うわさ

をひろめる、人の写真を勝手に公開する…。 

ネットいじめにはいろんなやりかたがあることを、こ

の本は教えてくれます。 

ネットいじめかそうでないかのクイズや相談室、ウソ

ホントなどのコーナーで、答えを見る前にちょっと考

えることもできます。 

いじめる人、いじめられる人、いじめに気づいた人に

むけて、それぞれやっていいことダメなことが具体的

に書かれています。この本を読んだ後、いじめをなく

す行動につなげることができたらいいですね。 

『忍剣花百姫伝
にんけんかおひめでん

』越水 利江子/著  

ポプラ社 B913.6/ｺｼﾐ 

他にも、美原図書館のティーンズコーナーには色々な本があり

ます。知りたいこと、わからないことがあれば、図書館職員ま

で気軽に声をかけてください。 



　　
　　

貸出ランキング（8/24～11/17）

 向日葵／著　双葉社

1

2

3

1

2

4

5

Dr.STONE　13　稲垣 理一郎／原作　集英社

ヤンキー君と白杖ガール 1　うおやま／著　KADOKAWA

ねこねこ日本史　4　そにし けんじ／著　実業之日本社

   土曜日　日曜日　祝日　１０：００～１８：００

日本の歴史　別巻[2-2]（角川まんが学習シリーズ）

 山本 博文／監修　KADOKAWA

日本の歴史　別巻[2-3]（角川まんが学習シリーズ）

 山本 博文／監修　KADOKAWA
3

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

異世界でもふもふなでなでするためにがんばってます。8

５分後に意外な結末ex

  コミック貸出ランキング（8/24～11/17）

 桃戸 ハル／編著　学研プラス

 http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/library/index.html

   堺市立美原図書館　　　Ｔｅｌ　３６９－１１６６

   火曜日～金曜日　　　　 １０：００～２０：００

ティーンズＰＯＰふぇすてぃばる

結果発表

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

図書館ＨＰ用QRコード

ＢＥＳＴＰＯＰ

１位

おすすめの本 『世にも奇妙な君物語』

朝井リョウ／著 講談社

ペンネーム ＭＡＳＡ

おすすめの本 『小公女』

フランシス・ホジソン・バーネット／作 岩波書店

ペンネーム まる

おすすめの本 『Ｒｅｄ』

島本理生／著 中央公論新社

ペンネーム おのゆず

ＢＥＳＴ ＰＯＰ

３位

ＢＥＳＴ ＰＯＰ

２位

令和２年度ティーンズＰＯＰふぇすてぃばるでは、多くの皆
様より応募と、投票をいただき、ありがとうございました。
皆様の投票の結果、ＢＥＳＴＰＯＰが決まりました。また惜
しくもＢＥＳＴ３に入らなかったものの、素晴らしい作品も
多くありました。ぜひ図書館HPより、ご確認ください！


