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「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、令和 4 年度「美原図書館ティーンズ
POP ふぇすてぃばる」についてです。 

ティーンズコーナーNEWS 

POP ふ ぇ す て ぃ ば るが 新 し く な り ま し た ！ 

8 月 16 日（火曜）から 9 月 30 日（金曜）まで 

（※当日消印有効）POP の募集を行っています。

是非ご参加ください。 

美原図書館ティーンズ POP ふぇすてぃばる 開催中！！ 

美原図書館では、ティーンズの皆さんから、おすすめの本を紹介した POP を募集しています。 
応募された POP は美原図書館で本とともに展示します。 

【POP とは】 
 イラストや文字を使っておすすめするものを紹介するカードのことです。 
 見た人が思わず読みたくなるように、イラストや短い言葉で、紹介する本の魅力を伝えます。 

【POP ふぇすてぃばるは今年度から、リニューアルしました！】 
（1）POP のテーマを設定しました。 
 ・「！」を感じる本 
 ・「？」を感じる本 
 ・「♪」を感じる本 
（2）POP 規格の自由度を上げました。 
 ・サイズが官製はがきサイズ(100mm×148mm)だけから、A5 判（148mm×210mm）まで 

選べるようになりました。 
 ・二つ折り、ポップアップ、角をカットするなど、形も自由に使ってください。 
（3）POP の投票や順位付けは行わず、美原図書館で本とともに展示します。 
 ・令和 4 年 11 月展示：「！」を感じる本 
 ・令和 5 年 1 月展示 ：「？」を感じる本 
 ・令和 5 年 3 月展示 ：「♪」を感じる本 

募集期間 
8 月 16 日（火曜）から 9 月 30 日（金曜）まで ※当日消印有効 
応募資格 
堺市在住、在学、在勤の 10 代の方 
応募方法 
来館・郵送またはメールでご応募ください。 
＊詳しくは、館内掲示のポスター、チラシまたは堺市立図書館のホームページをご覧下さい。 



請求記号 書誌情報 著者名 出版者

312.9/ﾀﾅｶ 13歳からの地政学 田中 孝幸／著 東洋経済新報社
366/ｱﾙﾊ アルバイトから学ぶ仕事入門 第２版 佐野 薫／編著 中央経済社

367.9/ﾐﾔｶ 10代の女の子のための性のお悩み相談室 宮川 三代子／著
ライフサイエンス出
版

367.9/ﾗｼｵ ラジオ保健室
NHK「ラジオ保健室」制作
班／著

リトルモア

376.8/ｺｳﾆ ⾼認があるじゃん! 2022〜2023年版 学びリンク
471/ｲﾅｶ 植物たちのフシギすぎる進化 稲垣 栄洋／著 筑摩書房
594.9/ﾋﾗｸ てづくり推しぬいBOOK 平栗 あずさ／著 グラフィック社
726.50/ﾌﾛｸ Procreateビギナーズガイド 3dtotal Publishing／編 ホビージャパン
764.6/ｵｻﾜ 旭川商業⾼校吹奏楽部のキセキ オザワ部⻑／著 学研プラス

771.7/ｷﾐﾆ キミにもなれる!声優
東京アニメ・声優 & eス
ポーツ専門学校／監修

つちや書店

780.21/ｽｽｷ 弱いメンタルに劇的に効くアスリートの言葉 鈴木 颯人／著 三五館シンシャ
910/ﾁﾊ 作家たちの17歳 千葉 俊二／著 岩波書店
911.14/ｽｴﾂ ちはやふる百人一首勉強ノート 末次 由紀／著 講談社

913.6/ｷﾖｳ 戦国小町苦労譚 15 夾竹桃／著
アース・スターエン
ターテイメント

913.6/ｾｵ 夏の体温 瀬尾 まいこ／著 双葉社
913/ﾊﾏﾉ マスクと⿊板 濱野 京子／作 講談社
913.6/ﾎﾘ 鼠  （乙女の本棚） 堀 辰雄／著 立東舎
913.6/ﾔﾏｻ 聖女様は残業手当をご所望です 2 山崎 響／著 KADOKAWA

913.6/ﾘﾕｳ 賢者の弟子を名乗る賢者 17 りゅうせん ひろつぐ／著 マイクロマガジン社

933.7/ｲｴﾂ 春の心臓  （乙女の本棚） イェイツ／著 立東舎

B913.6/ｱﾁ 星空☆アゲイン 阿智 太郎／[著] KADOKAWA
B913.6/ｲｼﾀ 茉莉花官吏伝 12 石田 リンネ／[著] KADOKAWA
B913.6/ｲｽｷ あやかし恋紡ぎ 伊月 ともや／[著] KADOKAWA
B913.6/ｶﾏﾁ 創約とある魔術の禁書目録 6 鎌池 和馬／[著] KADOKAWA
B913.6/ｻｶｲ ⻘春絶対つぶすマンな俺に救いはいらない。 2 境田 吉孝／[著] 小学館
B913.6/ﾗｸﾀ シャインポスト 2 駱駝／[著] KADOKAWA

CO/ｹｲﾔ 税金で買った本 1 ずいの／原作 講談社
CO/ﾁｸﾔ しっぽの声 10 夏 緑／原作 小学館
CO/ﾎｲﾁ Dr.STONE 24 稲垣 理一郎／原作 集英社
CO/ﾐﾄﾘ 罠ガール 4 緑山 のぶひろ／著 KADOKAWA

ティーンズエリア新着図書の一部 （2022年5月〜2022年7月）

読んでみよう！ 新着の読み物

あなたの趣味や実⽤にお役立ち！ 〜趣味と実⽤書の新着本〜

みんなに人気の文庫本！ ティーンズ向け文庫

新しく届いた 漫画



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順

位 
タイトル 著者 

出版社 

1 蜘蛛ですが、なにか? 15 馬場 翁 KADOKAWA 

2 蜘蛛ですが、なにか? 16 馬場 翁 KADOKAWA 

2 地獄変・偸盗 芥川 龍之介 新潮社 

4 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 アルファポリス 

4 蜘蛛ですが、なにか? 13 馬場 翁 KADOKAWA 

4 桜のような僕の恋人 宇山 佳佑 集英社 

4 Story for you tree 講談社／編 講談社 

4 セカイを科学せよ! 安田 夏菜 講談社 

4 戦国小町苦労譚 14 夾竹桃 
アース・スターエンタ

ーテイメント 

4 田中 13 ぶんころり マイクロマガジン社 

4 転生賢者の異世界ライフ 10 進行諸島 SB クリエイティブ 

4 とあるおっさんの VRMMO 活動記 22 椎名 ほわほわ アルファポリス 

4 とあるおっさんの VRMMO 活動記 23 椎名 ほわほわ アルファポリス 

4 ファンタジー化した世界でテイマーやってます! 酒森 新紀元社 

4 まがいもの令嬢から愛され薬師になりました [1] 佐槻 奏多 一迅社 

4 まがいもの令嬢から愛され薬師になりました 2 佐槻 奏多 一迅社 

4 茉莉花官吏伝 10 石田 リンネ KADOKAWA 

4 無職転生 17 理不尽な孫の手 KADOKAWA 

 
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。 

今回は人権の歴史

について書かれた本

を紹介します。 

 

『きみを強くする人権と SDGs の本 ２』  

伊藤 賀一 / 監修 小峰書店 316/ｷﾐｵ 

「人権ってなに？」誰かに聞かれたとき、あなたなら、ど

う答えますか？漢字から推察すると、「人の…権利…」でしょ

うか。なんとなく、人権が大切なことはわかるけれど、あら

ためて考えてみると難しい問題かもしれません。 

この本は、人権について歴史の側面から解説しています。

人権についての考え方がどのように生まれ、広がったのか、

知る手助けとなります。 

また、この本は人権と SDGs(持続可能な開発目標)を関連づ

けて考えられるようになっています。美原図書館においても、

令和 3 年 2 月から「SDGs コーナー」を設置しています。ブ

ックリストもあるので、ぜひご覧ください。 

どのように人権をとらえ、どのような努力を積み重ねてき

たのか、一緒に考えてみませんか。 

ティーンズ読み物ランキング（４月～7 月） 



  

ティーンズ担当より 

おすすめの本をご紹介します!!    

  
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 

 

 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   
 

「至極」のラーメンを科学する 未来のきみを変える読書術     
なぜ本を読むのか? 

川 口  友 万 ／ 著   カ ン ゼ ン  
596.38/ｶﾜｸ 

 

苫 野  一 徳 ／ 著  筑 摩 書 房 
019/ﾄﾏﾉ 

食の未来に挑む 

 

世界の見え方が変わる 

君色パレット 多様性をみつめるショ
ートストーリー SNS で繋がるあの人 

マイブラザー 

如月 かずさ／ほか著  岩崎書店 
913/ｷﾐｲ 

草 野  た き ／ 著  ポ プ ラ 社     
913/ｸｻﾉ 

きっと君の世界が広がる 笑って泣ける成長小説 

SNS をテーマにした４編のアンソロジー。各物語の主人
公たちは、将来の不安や悩みを抱えて過ごしている。誰か
と繋がっている安心感をくれる SNS は、彼らの心のよりどこ
ろだ。顔も知らない誰かに本音を語ったり、逆に本当のこと
を隠して飾りたてた自分を演出してみたり。 

楽しく住み分け出来ているようで、使い方次第では強い
味方にも、敵にもなる可能性が十分にある、SNS。相手との
付き合いを考えると同時に、現実世界で自分が自分らしく
あるためには？と考えるキッカケになる１冊。 

日本人の国民食であるラーメン。わたしたちの身近にあ
るラーメンを“いかに科学するのか？”に興味を持ち、この
本を手に取りました。 

この本は、ラーメンを切り口に、食の世界がどのように変
わっていくのか書かれています。なかには目をそむけたくな
るような食材や、わたしも食べてみたい！と思わされるもの
もあります。 

SDGs からバーチャルリアリティまで、未来のラーメンの
姿から、食の未来をわたしたちにみせてくれますよ。 

この本はあなたに語りかけます。「大量の読書経験を積め
ば、世界の見え方がまるで変わってしまう」 

う～ん、わかるような気がするけど、本を読むのはそんな
に好きじゃないし・・・。知識や情報を得るならネットからでも
十分ではないの？と思っているあなた！ 

いえいえ、そうではないのです。この本を読めば、なるほ
どそういうことか、と納得してしまうでしょう。 

あれ？いつの間にかあなたは内容に引き込まれてどんど
ん読んでしまっているのでは？ 

 家庭の事情で受験も夢も友だちもあきらめ、自分の人生
から目をそむけながら、５歳の弟・総也の面倒を見る事に徹
する中学２年生・海斗。ひょんな事から保育園時代の幼なじ
みと同窓会を開くことに。乗り気でない海斗は総也もつれて
参加する。 

元気いっぱい、わがまま放題な総也にかき乱されながら
も、彼のおこす行動をきっかけに、海斗や幼なじみは少しず
つ胸の内を語りはじめます。笑いあり、涙ありの１４歳の成
長小説です。 


