
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

from ティーンズ エリア 

発行 堺市立美原図書館  2021年12月 

「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☆ 

新刊書などからおすすめの本を紹介します。 

今回の特集は 

「２０２１年 ティーンズエリア貸出ランキング」です。 

ティーンズエリア NEWS 

【NEWS】 

令和 3 年度ティーンズＰＯＰふぇすてぃばる

受賞作品が発表されました。 

ベストＰＯＰ１位から 3位の他にも、 

多くの得票を集めた、１０作品が、ベスト

ＰＯＰ賞にえらばれています。 

 

ティーンズＰＯＰふぇすてぃばる結果発表！ 

てぃテその他、多くの票を集めた以下の作品が 【ベストＰＯＰ賞】 を受賞！ 

 
 

 

  

 

応募作品は、 

堺市立図書館ホームページよりご覧いただけます。 

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

 

 

 

TEENS AREA vol.９０ 

おすすめの本：『ぼくは明日、 

昨日のきみとデートする』 

ペンネーム：きゅーり 

おすすめの本： 

『わたし、まだねむたくないの!』 

ペンネーム：まる 

おすすめの本： 

『地域別×武将だから 

おもしろい戦国史』 

ペンネーム：History 

  図書館ＨＰ ＱＲコード 

No.2「バーチャル人狼ゲーム　今夜僕は君を吊る」 P.N. うぉた No.129「君は月夜に光り輝く」 P.N. いきなりブレーキ

No.50「かあちゃん取扱説明書」 P.N. みゃ No.139「文鳥のヒミツ」 P.N. ミケ

No.54「神様の御用人」 P.N. うり No.155「ありえないほどうるさいオルゴール店」 P.N. ちゃんみー

No.92「告白」 P.N. くらげ姫 No.184「しゃばけ」 P.N. ペンギン

No.104「鬼滅の刃　しあわせの花」 P.N. 紅しょうがの天ぷら No.197「少女マンガじゃない!」 P.N. 希空



請求記号 書誌情報 著者名 出版者

021.2/ｻｲﾄ マンガまるわかり著作権 齋藤 理央／著 新星出版社
159/ﾖｼﾀ しれっと逃げ出すための本。　　 ヨシダ ナギ／著 PHP研究所
210.6/ﾏﾝｶ マンガでわかる日本の近現代史 河合 敦／監修 池田書店
361/ﾐﾀﾒ 見た目が気になる 河出書房新社／編 河出書房新社
388.03/ｲｹｶ 幻想用語辞典 池上 良太／執筆 新紀元社
420.4/ｻﾄｳ プリンセス・フィリシア物理の迷宮に挑む! 佐藤 実／著 オーム社
493.74/ｵﾁﾔ 10代のためのもしかして摂食障害?と思ったときに読む本 おちゃずけ／著 合同出版
611/ﾋﾗｶ 食べものから学ぶ世界史 平賀 緑／著 岩波書店
750/ｸﾗﾄ 異世界転生者のための創作BOOK 倉戸 みと／著 日本文芸社
780/ｽﾎﾂ スポーツの世界から暴力をなくす30の方法 土井 香苗／編 合同出版
834.4/ｶﾜﾓ どうぶつ英語フレーズ大集合! 河本 望／著 偕成社
901.3/ｹﾝﾀ 現代異世界ファンタジーの基礎知識 ライブ／編著 カンゼン
910.26/ﾌﾝｺ 文豪きょうは何の日? 立東舎／編 立東舎

913.6/ｺｳｻ 東京サマーセッション2021 HoneyWorks／原案 KADOKAWA

913.6/ｼﾝｺ 転生賢者の異世界ライフ　9　 進行諸島／著 SBクリエイティブ
913.6/ﾀｶﾔ 異世界薬局　8 高山 理図／著 KADOKAWA

913.6/ﾄｳﾄ 追い出された万能職に新しい人生が始まりました　vol.5 東堂 大稀／[著] アルファポリス
913.6/ﾅｶﾂ VIVY Prototype　4 長月 達平／著 マッグガーデン
913.6/ﾋﾏﾜ 異世界でもふもふなでなでするためにがんばってます。11　　（Mノベルス）向日葵／著 双葉社
913/ｺｳﾍ ぼくのまつり縫い　[3]　 神戸 遙真／作 偕成社
913/ﾊﾔﾐ 都会(まち)のトム&ソーヤ　18 はやみね かおる／[著] 講談社
913/ﾖｼﾓ 3ツ星シェフ部! よしもと こゆき／著 学研プラス
913/ﾚｲﾜ レイワ怪談　青月の章　 ありがとう・ぁみ／原作 学研プラス

B913.6/ｲﾄﾓ お狐様の異類婚姻譚　[5] 糸森 環／著 一迅社
B913.6/ｶﾜﾊ ソードアート・オンラインプログレッシブ　8　 川原 礫／[著] KADOKAWA

B913.6/ｼﾒｻ 君は僕の後悔(リグレット)　 しめさば／[著] 集英社
B913.6/ﾄﾗｲ 異世界転移したけど、王立学院で事務員やってます　 虎石 幸子／[著] KADOKAWA

B913.6/ﾊｾ ストライクフォール　4　 長谷 敏司／[著] 小学館
B913.6/ﾑﾗｶ 死にたい、ですか　 村上 しいこ／著 小学館
B913.6/ﾗｸﾀ 俺を好きなのはお前だけかよ　16　 駱駝／[著] KADOKAWA

CO/ｱｸｲ 青のオーケストラ　9　 阿久井 真／著 小学館
CO/ｱﾗｶ さよなら私のクラマー　14　 新川 直司／著 講談社
CO/ｲﾉﾔ ランウェイで笑って　vol.21　 猪ノ谷 言葉／著 講談社
CO/ｳｵﾄ チ。　第1集　 魚豊／作・画 小学館
CO/ｳｵﾔ ヤンキー君と白杖ガール　6　 うおやま／著 KADOKAWA

CO/ｻｲｷ かげきしょうじょ!!　11　 斉木 久美子／著 白泉社
CO/ｽｷｼ マグメル深海水族館　1　 椙下 聖海／著 新潮社
CO/ｿﾒﾔ 刷ったもんだ!　01 染谷 みのる／著 講談社
CO/ﾀｹﾀ ペリリュー　11　 武田 一義／著 白泉社
CO/ﾎｲﾁ Dr.STONE　21　 稲垣 理一郎／原作 集英社
CO/ﾔﾏｸ ブルーピリオド　10　 山口 つばさ／著 講談社
CO/ﾔﾏｼ 違国日記　1　 ヤマシタ トモコ／著 祥伝社

あなたの趣味や実用にお役立ち！　～趣味と実用書の新着本～

読んでみよう！　新着の読み物

ティーンズ向け文庫　みんなに人気の文庫本！

新作もぞくぞくラインナップ　マンガ　

ティーンズエリア新着図書の一部　（2021年8月～2021年10月）



じ ん け ん 
エ リ ア 

ティーンズエリア

の「じんけんエリア」

では人権に関する本

の展示やブックリスト

等の配布を行なって

います。 

今回は家庭の問

題に立ち向かう女の

子たちの物語を紹介

します。 

 

 

 

 

  

 

「あかちゃん」と呼ばれ、お子ちゃま扱いされている６年生

の朱里は転校生の理緒のお世話係に任命された。一緒にいるう

ちに理緒のことをもっと知りたいと思うが、理緒は自分のこと

をなかなか話してくれない。ある日、買い物に行った先で、男

の人が店員を大声でどなりつけるところに出くわした二人。青

ざめる理緒を必死でなぐさめる朱里だが、その人が理緒のお父

さんであると知る。理緒のお父さんは気に食わない事があると

激しく怒り出すので、理緒はお父さんの顔色を伺いながら、気

にいられるようにふるまっていたのだ。 

他人の家の中の話。理緒が話したがらないので、何が起こっ

ているかよくわからない。だけど、放っておいていいの？ 理緒

が望まない場所で苦しんでいるかもしれないのに…？ 

理緒は難しい状況にいますが、助けてくれる大人はいます。

みなさんがもし理緒のような境遇で、周りに相談できる大人が

いないときは、図書館に聞いてみてください。何かのお役にた

てるかもしれません。 

『りぼんちゃん』  村上雅郁／作 

フレーベル館  

     ２０２１年 ティーンズエリア 

貸出ランキング（2021/1/1～2021/10/31） 

ティーンズエリアで、今年

貸出が多かった本のジャ

ンル別ランキングです。 

人気があるので本棚にな

く、見たことのない本もあ

るかもしれません。  

コミック以外は予約も可能

です。皆さんの気になる本

はありますか？ 



『ぼく、ベートーヴェン
マンガで楽しむ偉大な作曲家のホントの話』

『青春ゲシュタルト崩壊』

やまみち ゆか／作・画  Yamamichi Yuka

カワイ出版　762.34/ﾍﾄﾍ
丸井 とまと／著  Marui Tomato
　　　 スターツ出版  913.6/ﾏﾙｲ

『10代のためのもしかして摂食障害?
と思ったときに読む本』 『死にたい、ですか』

おちゃずけ／著 Ochazuke
      合同出版   493.74/ｵﾁﾔ

村上 しいこ／著　Murakami Shiiko
小学館   B913.6/ﾑﾗｶ

 　ティーンズ担当より
　　　　おすすめの本をご紹介します!!

摂食障害は誰でもなり得ます！ いじめのリアルがここにある

　　その他の新着本については、2Ｐ『ティーンズエリア新着図書』を参照ください

ベートーヴェンはこんな人だった! 他人の顔色が気になるあなたへ

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、進路の本などが
6,000冊以上あります。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。

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

図書館ＨＰ用ＱＲコード

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

ティーンズエリア

薄くてすぐ読めてしまう本ですが、内容は濃い一冊。

ベートーヴェンの一生涯をかわいいキャラクターのマンガでわかり

やすく描いています。

ベートーヴェンといえば、学校の音楽室に飾られていた強面の肖

像画のイメージがありましたが、これを読んで、イメージが変わり

ました。ベートーヴェンの人間味、素顔がよくわかり、クラシック音

楽も身近に感じることが出来ると思います。
読んだ後に『運命』『田園』『第九』を聞きたくなりました。

摂食障害には「拒食症（神経性やせ症）」と「過食症（神経性過食症）」があ

ります。やせている人に多い病気だと思われがちですが、「拒食」から「過

食」に移行したり、「拒食」と「過食」を繰り返したり様々なパターンがあり、

体形だけでは判断できません。

ダイエットやストレスをきっかけに思春期以降の女性に多く発症します。摂

食障害になると身体と心がむしばまれ、人になかなか言えない、または病

気と気づかないこともあるため重症化し、治療に何年もかかります。

この本を読んで摂食障害の症状、予防と早期発見の大切さ、治療の流れ

などを知り、摂食障害に苦しむ人が一人でも少なくなることを願います。

この作品では、青年期に周りに合わせ自分を押し殺す事がストレスとなり、

発症すると鏡にまるでのっぺらぼうのように映って、自分の顔が見えなく

なる「青年期失顔症」という架空の病が出てきます。

高校二年生の間宮朝葉は日々の生活や部活の人間関係などのストレス

により「青年期失顔症」を発症してしまい、そのショックで倒れそうになった

ところを朝比奈聖に助けられます。

学校や部活、普段の生活の中で、他人の顔色をうかがい周囲に合わせ

て自分を押し殺してしまう事がみんなあるのではないでしょうか。そんな苦

しみの中にいる人たちにぜひ読んでもらいたいです。

中学３年の春、人見由愛は兄・典洋をいじめによる自殺で亡くし
てしまう。それから四年後、母親は息子の死を受け入れられず裁
判を起こし、父親は酒におぼれアルコール依存症となり家族は崩
壊寸前だった。前向きに生きたくとも前向きになれず苦しむ由愛。
そんななか兄・典洋のいじめ自殺の裁判が始まり…。
これまでのいじめを取り扱った作品とはまた違ったアプローチが
新鮮であり、いじめそのもの、そして加害者、被害者のリアリティ
が凄まじい作品となっています。人々の苦悩と再生をしっかりと
描き読みごたえは十分。児童文学の名手による、衝撃の一般文
芸デビュー作が、読みやすい文庫になりました。


