
 

 
from TEENS AREA vol.92 

発行 堺市立美原図書館  2022年 6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「貸出
かしだし
カードの作りかた！」です 

ティーンズコーナーNEWS 

【NEWS】今年も「ティーンズ POP ふぇすてぃばる」

を開催します。今回は、これまでと少しちがう

よ！詳細については、図書館ホームページなど

でお知らせします。 

貸出
かしだし

カードの作りかた！ 

貸出
かしだし

カードを作ることができるのは… 

①堺市にお住まいの方 

②堺市内に通学・通勤されている方 

③相互利用または、広域利用が可能な市町にお住まいの方 

（大阪市、和泉市、泉大津市、大阪狭山市、高石市、忠岡町） 

 

作りかた手順 

１、窓口でお渡しする登録申請書に必要事項を記入し、「本人確認ができる証明書」

とあわせて窓口へお申し込みください。 

２、堺市内に通学・通勤されている方は、1とあわせて「堺市内への通学・通勤が

確認できる証明書」をご提示ください。 

 

本人確認ができる証明書 お名前・現住所が記載された有効期限

内の証明書（運転免許証、健康保険証、

マイナンバーカードなど） 

堺市内への通学・通勤が確認できる 

証明書 

（学生証、社員証など） 

※貸出
かしだし

カードは無料で作れます！お金は必要ありません！ 

美原図書館ではティーンズのみなさんが楽しめる資料（部活動や進学、就職、趣味、

ライトノベル、マンガなど）を集めたコーナーを展開しています。 

貸出
かしだし

カードを作って、図書館を利用してみませんか？ 



請求記号 書誌情報 著者名 出版者

361.45/ﾓﾘﾔ あなたを閉じこめる「ずるい言葉」 森山 至貴／著 WAVE出版
367.9/ﾆｼｲ 10代の妊娠 にじいろ／著 合同出版
369.38/ｵﾀ となりの難民 織田 朝日／著 旬報社
376.8/ﾌﾄｳ 不登校・中退生のための進路相談室　2022 学びリンク
726.50/ﾏﾝｶ マンガキャラ塗り方基本&プロ技テクニック 横濱 英郷／監修 西東社
762.8/ﾔﾏﾐ クラシック作曲家列伝 やまみち ゆか／絵・文 マール社
783.48/ｵｵﾀ ラグビーのフィジカルトレーニング 太田 千尋／著 ベースボール・マガジン社
783.5/ｲﾉｳ 個人技が飛躍的にUP!するテニス体幹トレーニング 井上 正之／著 マイナビ出版
783.59/ﾎﾝﾀ バドミントンふたば未来学園高校式プログラム 本多 裕樹／著 ベースボール・マガジン社
783.7/ﾃｲﾓ やればできる!ティモンディのベースボール教室 ティモンディ／著 日本文芸社
791/ｶﾜｸ お茶のすすめ 川口 澄子／画と文 WAVE出版

913.6/ｺｳﾍ 恋とシェイクと春休み 神戸 遙真／著 講談社
913/ｺｼﾏ カンフー&チキン　 小嶋 陽太郎／作 ポプラ社
913.6/ｼｲﾅ とあるおっさんのVRMMO活動記　25 椎名 ほわほわ／[著] アルファポリス
913.6/ｼﾝｺ 転生賢者の異世界ライフ　10　　 進行諸島／著 SBクリエイティブ
913.6/ﾀﾏﾙ おとぎカンパニー　モンスター編 田丸 雅智／著 光文社
913.6/ﾊﾊ 蜘蛛ですが、なにか?　16　　 馬場 翁／著 KADOKAWA

913.6/ﾌｾ 転生したらスライムだった件　19 伏瀬／著 マイクロマガジン社
913.6/ﾖｼﾉ 階段ランナー 吉野 万理子／著 徳間書店
913.6/ﾘﾕｳ 賢者の弟子を名乗る賢者　16　 りゅうせん ひろつぐ／著 マイクロマガジン社
913/ﾊﾔﾐ 都会のトム&ソーヤ　19　 はやみね かおる／[著] 講談社

B913.3/ｹﾝｼ 源氏物語　　 鳥羽 笙子／著 ホーム社
B913.6/ｶﾏﾁ 創約とある魔術の禁書目録　5　 鎌池 和馬／[著] KADOKAWA

B913.6/ｺｳｻ 乙女どもよ。 HoneyWorks／原案 KADOKAWA

B913.6/ｻﾂｷ まがいもの令嬢から愛され薬師になりました　3　 佐槻 奏多／著 一迅社
B913.6/ﾅﾂﾒ こころ　 夏目 漱石／原作 イースト・プレス
B913.6/ﾗｸﾀ 俺を好きなのはお前だけかよ　17　 駱駝／[著] KADOKAWA

CO/ｳｵﾄ チ。　第5集 魚豊／作・画 小学館
CO/ｳｵﾔ ヤンキー君と白杖ガール　7　　 うおやま／著 KADOKAWA

CO/ｻﾓｴ Artiste　1 さもえど 太郎／著 新潮社
CO/ﾅｶﾐ 放課後さいころ倶楽部　1　　 中道 裕大／著 小学館
CO/ﾊｼﾆ 異世界居酒屋「のぶ」　13　 蟬川 夏哉／原作 KADOKAWA

CO/ﾎｲﾁ Dr.STONE　23　　 稲垣 理一郎／原作 集英社
CO/ﾑﾗｵ もういっぽん!　16　　 村岡 ユウ／著 秋田書店
CO/ﾔﾏｻ 恋せよキモノ乙女　01　　 山崎 零／著 新潮社
CO/ﾔﾏｼ 違国日記　8　　 ヤマシタ トモコ／著 祥伝社

ティーンズエリア新着図書の一部　（2022年2月～2022年4月）

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

みんなに人気の文庫本！　ティーンズ向け文庫

ぞくぞく新しいラインナップ　漫画



順位 分類     書名       著者   出版社 

1 367.5/ｵｵﾀ これからの男の子たちへ 太田 啓子／著 大月書店 

1 019.9/ｱｼﾀ まなの本棚  芦田 愛菜／著 小学館 

3 220.7/ｲｹｶ 池上彰のまんがでわかる現代史 東アジア 池上 彰／著 小学館 

3 338/ﾋｱﾝ お父さんが教える 13歳からの金融入門  デヴィッド・ビアンキ／著 日本経済新聞出版社 

3 493.8/ｻﾀﾘ 感染症とワクチンについて専門家の父に聞いてみた さーたり／著 KADOKAWA 

3 280/ｵｵﾉ 失敗図鑑 すごい人ほどダメだった! 大野 正人／著 文響社 

3 493.91/ｸﾛｶ 身長を伸ばす 7つの法則 黒川 伊保子／著  主婦の友社 

3 704/ｽｴﾅ 13歳からのアート思考 末永 幸歩／著 ダイヤモンド社 

3 209/ｾｶｲ 世界の歴史 1(角川まんが学習シリーズ) 羽田 正／監修 KADOKAWA 

分類ランキング 

読み物ランキング 

コミックランキング 

1 908/ｺﾌﾝ 5分後に意外な結末 1 学研教育出版 

2 913.6/ｱｷｷ 怪盗レッド THE FIRST ここから、すべては始まった 秋木真／著 KADOKAWA 

3 913.6/ｱｷｷ 怪盗レッド THE FIRST 誰のために、戦うか? 秋木 真／著 KADOKAWA 

3 913.6/ﾔｼﾏ 劇場版鬼滅の刃 無限列車編ノベライズ 吾峠 呼世晴／原作 集英社 

3 913/ﾓﾓﾄ 5秒後に意外な結末 パンドラの赤い箱 桃戸 ハル／編著 学研プラス 

6 913.6/ｳｼﾀ 54字の物語 意味がわかるとゾクゾクする超短編小説  氏田 雄介／作  PHP研究所 

6 913/ﾓﾓﾄ 5秒後に意外な結末 アポロンの黄色い太陽   桃戸 ハル／編著 学研プラス 

8 B913.6/ｼｵﾐ あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 汐見 夏衛／著 スターツ出版 

8 B913.6/ﾋﾕｳ 薬屋のひとりごと 2 日向夏／[著] 主婦の友社 

8 B913.6/ﾋﾕｳ 薬屋のひとりごと 3 日向 夏／[著] 主婦の友社 

2021年度ティーンズエリア貸出ランキング 

 

 

 

1 ブルーピリオド 9 山口 つばさ／著         講談社 

2 きのう何食べた? 4  よしなが ふみ／著 講談社 

3 かげきしょうじょ!! 10 斉木 久美子／著 白泉社 

3 きのう何食べた? 2 よしなが ふみ／著 講談社 

3 きのう何食べた? 3 よしなが ふみ／著 講談社 

3 ねこねこ日本史 2 そにし けんじ／著 実業之日本社 

7 かげきしょうじょ!! 1 斉木 久美子／著         白泉社 

7 かげきしょうじょ!! 2 斉木 久美子／著  白泉社 

7 かげきしょうじょ!! 8 斉木 久美子／著         白泉社 

7 ねこねこ日本史 1 そにし けんじ／著 実業之日本社 

7 はたらく細胞 03 清水 茜／著         講談社 

7 はたらく細胞 04 清水 茜／著         講談社 

7 ブルーピリオド 1 山口 つばさ／著         講談社 

ブルーピリオド 山口 つばさ／著 講談社
ブルーピリオド 山口 つばさ／著 講談社

2021年 4月 1日～ 

    2022年３月３１日   



『十四歳からのソコソコ武士
道』

『わくわく!納得!手話トーク』

柏 耕一／著　Kashiwa Koichi
さくら舎　913.6/ｶｼﾜ

松岡 和美／著　Matsuoka Kazumi
くろしお出版　378.28/ﾏﾂｵ

『セカイを科学せよ！』
音大出てどうするの？

マンガ『「音大卒」は武器になる』

安田夏菜／著Yasuda Kana
講談社　913/ﾔｽﾀ

大内 孝夫/監修　Ohuchi Takao
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　377.9/ｵﾝﾀ

手話って…なに？

 　ティーンズ担当より
　　　　おすすめの本をご紹介します!!

ミックスルーツの中学生が
繰り広げるバイオロジカル・コメディ！ 卒業してどうする？をかかえる人へ

古くて新しい武士道

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 ０７２－３６９－１１６６

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

五千円札の肖像になった新渡戸稲造の著作に『武士道』という
本があります。1899年、アメリカ滞在中に英語で書かれ、翌1900

年に、ニューヨークで出版されました。当時の日本人の道徳的な
考えの中心である武士道について書かれており、欧米諸国では
大きな反響を呼んだそうです。

本書は中学3年生で女子剣道部部長の前田芙蓉が、祖父から
勧められた『武士道』を読むことで、部活や学校生活などでの過ご
し方のヒントを得ていきます。100年以上前に書かれた作品と現代
を生きる中学生とのコラボレーションが面白い作品です。

主人公は、父が日本人、母がロシア人の中学2年生、藤堂ミハイル。ミハ
イルは、その容姿からなるべく目立たずに過ごしたいと思っています。
あるとき、彼のクラスに転入生として、ミックスルーツの子が入ってきました。

「蟲」を愛する、山口アビゲイル葉菜。日本生まれの日本育ちで、日本語し
か話せない様子。ミハイルと似た境遇なのに、好きなことに真っ直ぐで周り
から浮いていても気にしていないようにみえます。
そんな彼女と蟲を通してかかわる中で、ミハイルや科学部のメンバー達は、

次第に心を動かされていきます。作中に出てくるロシアのことわざにも注目
してみてください！

手話とは、手や指を動かすことで情報をやりとりする伝え方です
が、世界共通と思っていませんか？実は世界には200以上の手
話言語があり、世界共通ではありません。日本でも方言と同じよ
うに地方によって表現方法が違う場合があります。

この本では、日本で「手話」と呼ばれている「日本手話」「日本語
対応手話」「混成手話」についてわかりやすく説明しています。

手話を通して、ろう文化について学ぶことが、ろう者の世界を理
解するきっかけになればと思います。

音楽や芸術を専攻している学生にとって、大学卒業後の進路は、
本人やそのご家族にも悩ましい問題かもしれません。この本の主
人公は、卒業後の進路に悩む音大生。

生活していく上での必要経費、奨学金（教育ローン）の返済、そ
して音大を卒業することで身につくであろうスキルなどについて、
マンガでわかりやすく解説しています。

夢を追うことの厳しさやリスクを述べながらも、卒業後には様々
な道が存在していることを示し、誰もがいい人生を歩んでほしいと
願う力強いメッセージを感じます。（マンガを手掛けている方も音
大卒です！）


