
 

 

 

 

 

From ティーンズ エリア 

TEENS AREA vol.91 
発行 堺市立美原図書館  2022年 3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 

「春にであう君と本」（1P）、「春の部活本紹介」（3P）
です。 

ティーンズエリア NEWS 

【NEWS】 

新しい漫画が増えました。部活動に役立つ 

本も続々入ります。ぜひ、ティーンズエリアで

あなたの読みたい本を探してください。 



請求記号 書誌情報 著者名 出版者

114/ｲｷﾙ 生きるって、なに?死ぬって、なに? 東京書店
151.4/ﾏﾙﾔ 14歳からの個人主義 丸山 俊一／著 大和書房
210.32/ｺﾝﾀ 知られざる古墳ライフ 譽田 亜紀子／著 誠文堂新光社
333/ｶﾆｴ SDGs入門　　 蟹江 憲史／著 岩波書店
388/ｶﾜｻ ドラゴンは爬虫類 川崎 悟司／著 大和書房
481.72/ﾆｼﾀ 海のミクロ生物図鑑 西田 百代／写真と文 仮説社
490/ｵｸ 未来の医療で働くあなたへ　　 奥 真也／著 河出書房新社
493/ﾌﾙｼ 「自己肯定感」を高めて自分を大切にしよう 古荘 純一／著 PHP研究所
611/ｲﾃ SDGs時代の食べ方　 井出 留美／著 筑摩書房
816.5/ｼﾖｳ 小論文これだけ!　模範解答人文・情報・教育編 樋口 裕一／著 東洋経済新報社

913.6/ｵﾂｲ 一ノ瀬ユウナが浮いている 乙一／著 集英社
913.6/ｶﾝｻ 親愛なるあなたへ カンザキ イオリ／著 河出書房新社
913.6/ｺﾊﾔ チグリジアの雨 小林 由香／[著] 角川春樹事務所
913.6/ｻﾄｳ いつの空にも星が出ていた 佐藤 多佳子／著 講談社
913.6/ｼｲﾅ とあるおっさんのVRMMO活動記　24 椎名 ほわほわ／[著] アルファポリス
913.6/ｼｵﾐ 雨上がり、君が映す空はきっと美しい 汐見 夏衛／著 スターツ出版
913/ﾅｶｼ 境界のポラリス 中島 空／著 講談社
913.6/ﾘﾌｼ 無職転生　25　　 理不尽な孫の手／著 KADOKAWA

933/ｸﾛﾂ タフィー　　 サラ・クロッサン／作 岩波書店

B913.6/ｳﾔﾏ 桜のような僕の恋人　　 宇山 佳佑／著 集英社
B913.6/ｶﾜﾊ ソードアート・オンライン　26　 川原 礫／[著] KADOKAWA

B913.6/ｼｽｷ クランツ竜騎士家の箱入り令嬢　3　 紫月 恵里／著 一迅社
B913.6/ｼﾕｳ 灰と幻想のグリムガル　level.18　 十文字 青／著 オーバーラップ
B913.6/ﾄﾅﾐ 厨病激発ボーイ　13　 れるりり／原案 KADOKAWA

B913.6/ﾖｼｵ 賢者の孫　15　　 吉岡 剛／著 KADOKAWA

CO/ｲｼｽ BLUE GIANT　1　 石塚 真一／著 小学館
CO/ｸｾ ひらばのひと　1 久世 番子／漫画 講談社
CO/ｸﾗﾉ 女装してオフ会に参加してみた。　1　　 くらの／著 講談社
CO/ﾂﾈｷ 不良がネコに助けられてく話　1　 常喜 寝太郎／著 秋田書店
CO/ﾎﾝﾀ ほしとんで　05　 本田／著 KADOKAWA

CO/ﾎﾝﾀ ガイコツ書店員本田さん　1　　 本田／著 KADOKAWA

CO/ﾏﾝｶ MANGA Day to Day　上 講談社／編 講談社
CO/ﾐｽｻ 君の手が紡ぐ　1　　 水沢 めぐみ／著 小学館
CO/ﾐﾄﾘ 新しい足で駆け抜けろ。　1　 みどり わたる／著 小学館
CO/ﾔﾏｸ ブルーピリオド　11　　 山口 つばさ／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！

ぞくぞく新しいラインナップ　漫画

ティーンズエリア新着図書の一部　（2021年11月～2022年1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。 

今回はスマホトラブル

の回避方法を教えてくれ

る本を紹介します。 

『ヨンケイ!!』

天沢 夏月／著 ポプラ社 913.6

みなさんは“ヨンケイ”を知っていますか。ヨン

ケイ（4継）とは、陸上競技の種目【4×100Mリ

レー】のことで、1人が100ｍを走りバトンを繋ぎ

ながら、タイムと順位を競います。舞台は東京の

離島の高校陸上部。顧問の掛け声のもと、男子部

員4人全員でリレーチームを組むも4人は仲が悪く、

チームワークは皆無。そんなメンバーで予選通過

は果たしてできるのか！？2021年おもしろBOOKS探

偵帖にも紹介されている部活青春小説です。

『バドミントン ライバルに差をつけろ！

自主練習シリーズ』 齋藤 亘／著

ベースボール・マガジン社 783.59

ここ数年で性別を問わず一気に人気ス

ポーツとなったバドミントン。この本

では初心者が行う“シャトル（羽）す

くい”等の基本動作、ゲームを想定し

た練習方法、またラケットやシャトル

を使わない、体力と筋力を向上するた

めのトレーニングもたくさん紹介され

ています。

みなさんこんにちは！新学期が近づいてきていますね。美原図書館ティーンズエリアにはクラブ活動に関
する本もたくさんあるって知っていましたか？今回はその中からおススメの5冊をご紹介します(＾◇＾)

『吹奏楽のための読譜とソルフェージュ

がわかる本』広瀬 勇人／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

譜面を読む力である“読譜力”と、音やリズ

ムを見て、聴いて、感じて表現する“ソル

フェージュ”の基礎と実践方法について書か

れています。部活動や自主練習などの限られ

た時間の中で効率よく練習し、力をつけてい

くための方法が細かく解説され、生徒のみな

らず指導者にもありがたい一冊となっていま

す。

『僕たちの部活動改革
部活動自治・10のステップ』

神谷 拓／著 かもがわ出版 375

部活動自治なんて言葉を聞くと難し

く感じるかもしれませんが、この本

は部活動そのもののあり方を小説仕

立てにしてやさしく解説していきま

す。例えば、キャプテンは必ず上級

生がなる？練習とシゴキの境界は？

などなど部活動の抱える問題や疑問

について一緒に考えてみませんか。

『さよなら私のクラマー』 ①～⑭完結

新川 直司／著 講談社 CO

弱小女子サッカー部員の奮闘と成長を描いた作品。

個性豊かなキャラクターたちが試合で生き生きと

プレーするシーンはとても迫力があり、ついつい

一気読みしてしまいます！ちなみにタイトルにあ

る“クラマー”とは日本サッカーの父とも称され

ているドイツ人サッカー指導者のデットマール・

クラマー氏のことです。
※こちらは漫画の資料ですので予約をすることができま

せん。ご注意ください。

特集②
 

スマホは便利なものですが、使い方次第でいろいろな問題

が発生します。「自分には関係ない」「危ないことをしなけれ

ば大丈夫」と思うかもしれませんが、ある調査（※）による

と小中学生の 30％以上が何らかのスマホトラブルを経験した

との調査結果があります。 

直接会って話をする時と違い、顔が見えないので気軽に悪

口を言って相手を傷つけてしまうこともあります。軽い冗談

のつもりだったとしても、文字だけのやりとりでは、そのニ

ュアンスは伝わりにくいです。そして SNSのメッセージは送

信すると取り消すことができないケースがほとんどで、発言

が文字という形で残ってしまいます。グループチャットは便

利ですが、外から会話が見えないので、特定の人を仲間はず

れにするなど、いじめが起こりやすいです。 

「あの時こうしていれば…」ということが起きないよう

に、この本を読んでスマホやインターネットの特徴を知って

おきましょう。 
『本当に危ないスマホの話』   

遠藤美季 監修 金の星社 ６９４ 
※「子どもと保護者のスマートフォン利用に関する実態調査 2020」トレンドマイクロ株式会社 



『文豪きょうは何の日?』 『僕が答える君の謎解き』

立東舎／編　Rittosha
立東舎　910.26/ﾌﾝｺ

紙城 境介／著 Kamishiro Kyosuke
星海社　913.6/ｶﾐｼ

『ウィニー・ザ・プー』 『世界一くさい食べもの』

A.A.ミルン／[著]  Alan Alexander
Milne         新潮社　933.7/ﾐﾙﾝ

小泉 武夫／著 　Koizumi Takeo
筑摩書房　383/ｺｲｽ

○月○日、文豪たちは
何をしていたのかな。

君が見つけた真実を、
僕が推理で証明する

 　ティーンズ担当より
　　　　おすすめの本をご紹介します!!

ディズニーでお馴染みのあの名作が
新訳で登場 「くさい」は美味しくて体にいい

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。

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

好きな文豪がいるあなたも、教科書で見たことがある
なぁというあなたも、きっと、この本に載っている文豪たち
の日々を知って「へぇそんなことがあったんだ」「そんな
気持ちでいたんだ」など、何かを感じるはず。
1ページ目から読む必要はないのです。自分の誕生日

に文豪たちは何をしていたのかな？とページをめくって
いっていいのです。パラパラめくるたびに新しい発見が
あるかも。

クリーストファー・ロビンのお気に入りのぬいぐるみ、彼の名前は

ウィニー・ザ・プー。

プーはハチミツが大好きで、食いしん坊。コブタのコプタンやロバ

のイーヨー、フクロンなど森の仲間達や、大親友のクリストファー・

ロビンとドキドキわくわくする楽しい日々を過ごしています。

冒険したり、誕生日をお祝いしたり、時に歌を歌ったり、愛と友情
に彩られた素敵な日々を、作家・阿川佐和子さんの訳で読んでみ
ませんか。

不登校ぎみで生徒相談室に入り浸りの女子高生・明神凛音。内

申点目当てに凛音を教室に連れ戻す説得をする同級生・伊呂波

透矢。二人は生徒の相談を解決する探偵のようなことをしている。

鋭い洞察力で瞬時に犯人が分かる特殊能力を持つ凛音だが、な

ぜ犯人がわかったか、そこに至る過程が自分でもまるでわからな

い。推定無罪が信条の伊呂波は凛音の推理を推理するのだ

が・・・。

青春の苦みや切なさが入り交じる日常ミステリー。手がかりは全

て文中のなかにあるので、一緒に凛音の推理を推理しよう！

くさい食べ物を、人類はなぜ食べるのか？ 発酵という過程をたどっ
た食べ物は、味が良くなり栄養価も高くなる。そんな美味しくて、くさい
世界の食べ物について説明している本です。

納豆などなじみのある食べ物から、テレビでしか見たことのない食べ
物まで、実際に食べた作者が、食べ方や味について説明しています。
たまには正しい食べ方をしなかったために起きた失敗談も・・・。

これを読むと、くさい食べ物を生み出したのは、人間の食への探究
心の結果だということがよくわかります。あなたもくさい食べ物の世界
を探求してみませんか？


