
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』

　　　　　　/著       出版

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』

　　　　　　/著       出版

日本に何らかの理由で海外から連れてこられてしまった上に、現在駆除など

の対象とされている“外来生物”。

本書は外来生物の代表であるカミツキガメが様々な外来生物に会いに行き、

インタビューをしていきます。皆さんが一度は聞いたことがある生き物もたくさ

ん出てきます。そこで明らかになる生きものたちの思い、喜び、怒り、戸惑い、

そして悲しみ……あなたも一緒に外来生物たちの声をきいてみませんか。

身のまわりでたびたび起こる不思議な現象。

それって偶然？ それとも……。

大伏木（ふしぎ）街に住むソウタとクラスメイトを中心に、それぞれが抱える悩

みやつらい現状を、「不思議」の作用がどんどん好転させていきます。

楽しくて元気になれる１６編の連作小説。

１話３分程度で読めるので、長文を読むのが苦手な人にもおススメです。

大島 健夫/著　Oshima Takeo

メイツユニバーサルコンテンツ　468/ｵｵｼ 辰巳出版　913.6/ﾎﾘ

知ってほしい、彼らのこと。 「不思議」の正体は隕石なのか？

    新刊の中からおすすめの本をご紹介します!! 

講談社 913/ﾔｽｷ ぺりかん社　069/ﾖｺﾔ

『外来生物のきもち 』

『ミュージアムを知ろう』

『「僕らと街」のショートストーリー』

ミュージアムはすべての人に開かれています
14歳の夏、

中二病まっただ中の加奈太に何が起こる？

中二病でイライラする加奈太（かなた）。

人生でたった一度しかない14歳の夏。父の生まれ故郷の天徳島で中二男子

限定のキャンプに参加することになった。

加奈太をとりまく人間模様。そして、父・征人（ゆきと）の14歳の頃の記憶がリ

ンクする。加奈太は、この夏何を得たのか。どんどん引き込まれていく展開。

14歳のキミも、そうでないキミも、この本を手に取った時から何かが変わ

る！！

「ミュージアム」という単語は、美術館と博物館、どちらに対しても使える単語

だそうです。大阪にも数多くのミュージアムがありますが、この本ではその

ミュージアムの楽しみ方だけでなく、ミュージアムを通して世界の色々な問題

について学ぶ事ができると思います。あなたもミュージアムへ行って、さまざま

なモノと対話をしてみませんか？

横山 佐紀/著　Yokoyama Saki

　
『14歳の水平線』

椰月 美智子/作  Yazuki Michiko

堀 真潮/著　Hori Mashio

     「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 「古典・名作エリアがリニューアル」

　   です。

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.87
発行 堺市立美原図書館 2021年3月

ティーンズコーナー ＮＥＷＳ

【ＮＥＷＳ ①】
ティーンズコーナーでは、古典・名作の棚を作っていま
す。これから、新しい本が続々入ってくる予定です。
紙面３Ｐでも特集を組んでいます。今後ブックフェアも開
催予定です。ぜひ、のぞいてみてください。
【ＮＥＷＳ ②】

聞いたことがあるのに、説明しようと思うとうまくできない
『ＳＤＧｓ』 。皆さんの理解のきっかけになれば、と美原
図書館内に特集コーナーができました。４Ｐで紹介して
います。



請求記号 書誌情報 著者名 出版者

130/ｲﾀｵ 14歳からの哲学サロン　 板生 いくえ／著 銀の鈴社

335/ｵﾊﾀ 学校では教えてくれない稼ぐ力の身につけ方 小幡 和輝／著 小学館

369/ｺﾄﾓ 子どもを守る仕事（ちくまプリマー新書 361） 佐藤 優／著 筑摩書房

410.4/ﾕｳｷ 数学ガールの秘密ノート  確率の冒険 結城 浩／著 SBクリエイティブ

495/ｼﾝﾄ 女子の心と体のトリセツ 神藤 多喜子／著 大和書房

596/ﾅｶﾆ トラネコボンボンのお料理絵本　 中西 なちお／著 白泉社

726.1/ﾔﾝｿ ムーミン・コミックス 英語対訳 トーベ・ヤンソン／著 筑摩書房

913.6/ｱﾙﾏ ステラエアサービス　 有馬 桓次郎／著 KADOKAWA

913/ｲｼｶ メイドイン十四歳 石川 宏千花／[著] 講談社

913.6/ｵｳｷ 追放悪役令嬢、只今監視中!　　 扇 つくも／著 ツギクル

913/ｺﾃﾏ 卒業旅行 小手鞠 るい／著 偕成社

913/ﾀﾁﾊ 5分後に恋の結末　そして、誰かの恋がはじまる。 橘 つばさ／著 学研プラス

913/ﾑﾂｷ 妖しいクラスメイト　 無月兄／著 KADOKAWA

913.6/ﾌｾ 転生したらスライムだった件　17　 伏瀬／著 マイクロマガジン社

913/ﾔｽﾀ むこう岸 安田 夏菜／著 講談社

B913.6/ｱｷﾐ 鵜野森町あやかし奇譚   1 あきみず いつき／著 PHP研究所

B913.6/ｻｶｲ 放課後の噓つきたち　 酒井田 寛太郎／著 早川書房

B913.6/ﾖｼｵ 賢者の孫　13　　 吉岡 剛／著 KADOKAWA

CO/ｲﾉﾔ ランウェイで笑って　vol.17　　 猪ノ谷 言葉／著 講談社

CO/ｵｶ 只野工業高校の日常　1　　 小賀 ちさと／著 集英社

CO/ｶｼﾜ 健康で文化的な最低限度の生活　9　　 柏木 ハルコ／著 小学館

CO/ﾎｲﾁ Dr.STONE　16　　 稲垣 理一郎／原作 集英社

CO/ﾎﾀﾆ まくむすび　2　 保谷 伸／著 集英社

CO/ﾑﾗｵ もういっぽん!　8　　 村岡 ユウ／著 秋田書店

CO/ﾖｼｲ 国宝のお医者さん　2　　 芳井 アキ／著 KADOKAWA

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

ぞくぞく新しいラインナップ　マンガ

ティーンズ向け文庫　みんなに人気の文庫本！

ティーンズエリア新着図書の一部（2020年12月～2021年2月）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

じめに関する本を紹介し

ます。 

「ブルーとオレンジ」 福田隆浩/著 

913/ﾌｸﾀ 講談社 

 

この本の前半は小 5の男の子ブルー、後半は同じ

クラスの女の子オレンジのお話になっています。

ブルーは去年転校してきたのですが、存在感が薄

く、クラスの子にいじられて笑われても、ヘラヘ

ラと笑ってやり過ごすしかありません。遠足の時

についた嘘がバレて、ますます意地悪をされるこ

とが増えてきたある日、「自分の武器」に気づい

たブルーはある行動に出ます。後半では、その後

のクラスのことや、女の子の間でもあったやんわ

りしたいじめのこと、最後にクラス全体が変わっ

ていく様子が、オレンジの視点で描かれます。親

や先生は気づかないなか、子どもたちがいっしょ

うけんめい自分で悩んだり考えたりして、なんと

かしようとしています。 

 

古
典
・
名
作
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が
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古典・名作エリアの本のラベル 

じ ん け ん 
エ リ ア 

出典【『世界名言集』岩波文庫編集部 岩波書店】 

古
典
・
名
作
エ
リ
ア
の
本
は

こ
の
ラ
ベ
ル
が
目
印
で
す
。 



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 

                     
図書館ＨＰ用 QRコード 

 

1 ゲームの世界観がよくわかる武器と戦術事典
有坂 純／著　徳間書店
2 追い出された万能職に新しい人生が始まりました　vol.2

東堂 大稀／[著]　アルファポリス
3 追い出された万能職に新しい人生が始まりました　vol.3

東堂 大稀／[著]　アルファポリス
4 キャラ絵で学ぶ!神道図鑑

山折 哲雄／監修　すばる舎
5 前略、顔のない騎士と恋を始めます。

春臣 あかり／[著]　KADOKAWA

1 天地創造デザイン部　VOL.02  蛇蔵／原作　講談社
2 ねこねこ日本史 1　そにし けんじ／著　実業之日本社
3 ゆるキャン△　9　あfろ／著　芳文社

貸出ランキング（11/18～2/13）

コミック貸出ランキング（11/18～2/13）

 

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 

SDGsとは国連サミットで決めた、
2030 年までに達成すべき 17 の国
際社会共通の目標のことです。 

世界中の国が 2030年までにこの目
標を達成しようと頑張っています。
なかでも堺市は、国から平成 30年
6月に「SDGs未来都市」として選
定されており、市全体で推進してい
ます。 

それに伴い美原図書館にも SDGs

コーナーが出来ました。皆さんも
SDGs 達成に向けて自分たちの出
来ることにチャレンジしましょう。 

 

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

