
  

 

令和 4 年 8 月 16 日（火曜）～9 月 30 日（金曜）の期間、ティーンズの皆さんから 

 おすすめの本を紹介した POP を募集したところ、186 点のご応募をいただきました。 

 ありがとうございました。 

 

「！」を感じる本、「？」を感じる本、「♪」を感じる本の 3 テーマで応募された 

 POP を美原図書館で本とともに展示します。 

  

  今年も力作ぞろいとなっており、読んでみたいと思わせてくれる POP ばかりです。 

  POP の形、色、文章など、一枚ごとに異なる様子を楽しんでください。 

 

 展示されている本は、館内で読むことや、借りることができます。 

 POP を見て気になった本があれば、ぜひ手に取ってください。 

 
【展示 第一弾】 

 第一弾は、「！」を感じる本です。 

展示期間は、令和 4 年 11 月 1 日（火曜）～12 月 25 日（日曜）です。 

 
【展示予定】 

第二弾「？」を感じる本 ： 令和５年１月 

第三弾「♪」を感じる本 ： 令和５年２月 
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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 

 

部活動の本を集めた棚や、じんけんエリアなど、

ティーンズエリアに新しくできた特集棚について

紹介しています。 

ティーンズ POP ふぇすてぃばる 展示スタート 



請求記号 書誌情報 著者名 出版者

028.09/ﾌｵﾃ forティーンズ 「いま」しかできない読書を 日本放送協会／編集 NHK出版
141/ﾊﾀﾑ やらかした時にどうするか 畑村 洋太郎／著 筑摩書房
210/ﾆｼﾀ 16テーマで知る鎌倉武士の生活  ⻄⽥ 友広／著 岩波書店
319.38/ｼﾕｳ 13歳からのウクライナ戦争150日新聞 ⿊井 ⽂太郎／監修 宝島社
489.53/ｶﾜｲ かわいすぎる小さな野生ネコの図鑑 今泉 忠明／監修 宝島社
491/ｱｵﾉ ウイルスって何だろう  ⻘野 由利／著 筑摩書房
523.1/ﾆﾎﾝ 日本の水族館五十三次 宮沢 洋／編著 ⻘幻舎
576.72/ｱﾀﾗ 新しい香水の教科書 小磯 良江／監修 マイナビ出版
596.65/ｱｲｽ アイス部手帳 アイス部／著 幻冬舎
751.4/ﾀｹｳ 粘⼟で作る!いきもの造形 恐⻯編  竹内 しんぜん／著 ホビージャパン
M763.9/ﾎｶﾛ ボカロソングガイド名曲100選 柴 那典／編 星海社
837.5/ｶﾐｼ 翻訳書簡『赤毛のアン』をめぐる言葉の旅 上白石 萌音／著 NHK出版
908.3/ｺﾌﾝ 5分後に意外な結末 ⿊いユーモア      増補改訂版 桃⼾ ハル／編著 学研プラス
908.3/ｺﾌﾝ 5分後に意外な結末 白い恐怖      増補改訂版 桃⼾ ハル／編著 学研プラス
908.3/ｺﾌﾝ 5分後に意外な結末 赤い悪夢      増補改訂版 桃⼾ ハル／編著 学研プラス
908.3/ｺﾌﾝ 5分後に意外な結末 ⻘いミステリー      増補改訂版 桃⼾ ハル／編著 学研プラス
908.3/ｺﾌﾝ 5分後に意外な結末 ⻩⾊い悲喜劇      増補改訂版 桃⼾ ハル／編著 学研プラス

913.6/ｵﾘｶ 学園の魔王様と村人Aの事件簿 織守 きょうや／著 KADOKAWA
913/ｺﾃﾏ ⺟の国、⽗の国 小手鞠 るい／著 さ・え・ら書房
913.6/ｻｶﾓ ファンタジー化した世界でテイマーやってます! 2 酒森／著 新紀元社
913.6/ｼﾝｺ 転生賢者の異世界ライフ 11 進行諸島／著 SBクリエイティブ
913.6/ｽﾐﾉ 腹を割ったら血が出るだけさ 住野 よる／著 双葉社
913.6/ｾｵ 掬えば手には 瀬尾 まいこ／著 講談社
913.6/ﾆｼｵ 怪盗フラヌールの巡回 ⻄尾 維新／著 講談社
913/ﾊﾗﾀ 太陽と月 はらだ みずき／著 小学館
913/ﾌｼ ヨゾラ物語ファイル オンボロボットは泣かない 藤 真知子／著 ポプラ社
913.6/ﾏｷﾒ あの子とQ 万城目 学／著 新潮社
M913.6/ﾔｼﾏ SPY×FAMILY家族の肖像 遠藤 達哉／原作 集英社

B913.6/ｱﾔｻ 霊能探偵・藤咲藤花は人の惨劇を嗤わない 2 綾里 けいし／[著] 小学館
B913.6/ｲﾁｼ 今夜、世界からこの恋が消えても 一条 岬／[著] KADOKAWA
B913.6/ｸﾆﾅ サイファー・ピース・ダンサーズ 国仲 シンジ／著 角川春樹事務所
B913.6/ｼﾕｳ 灰と幻想のグリムガル level.19 十⽂字 ⻘／著 オーバーラップ
B913.6/ﾀｹﾊ お迎えに上がりました。 6  竹林 七草／著 集英社
B913.6/ﾅﾂﾐ はじまりの町がはじまらない 夏海 公司／著 早川書房
B913.6/ﾗｸﾀ シャインポスト 3  駱駝／[著] KADOKAWA
B913.68/ﾜﾀｼ わたしを変えた夏 汐見 夏衛／著 スターツ出版

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

ティーンズエリア新着図書の一部 （2022年8月〜2022年10月）



 

ティーンズコーナーNEWS 
 

「スポーツ」の棚を、部活動に関する本を集めた 

「部活動の本」の棚にリニューアルしました。 

運動部だけでなく、吹奏楽部や演劇部などの本も

新しく入れています。どんな部活があるのか、ぜひ

見てください！！ 

人権に関する本を集めた、「じんけんエリ

ア」の棚をリニューアルしました。 

難しい本のイメージがあるかもしれませ

んが、漫画などの読みやすい本もあります

ので気軽に利用してください。 

この他にも、仕事や進路の本を集めた棚も利用しやすいよう

にリニューアルしています。皆さんの求める資料を探しやすく

できるよう日々改善していますので、美原図書館のティーンズ

エリアをぜひ、ご活用ください。 



  

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    ３６９－１１６６               
 
 
 
 

 
図書館ＨＰ用 ＱＲコード

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

スネークダンス 中高生のスポーツハローワーク  
スポーツを仕事にしたい君へ 

佐藤 まどか/作       小学館     
913/ｻﾄｳ 

 学研プラス    780/ﾁﾕｳ 
 

これは、ダンスの話？ プレーするだけがスポーツじゃない！ 

短歌になりたい 歌集 地球でハナだけ 

絹川 柊佳/著    短歌研究社      
911.16/ｷﾇｶ 

チョン・セラン/著     亜紀書房      
929.13/ﾁﾖﾝ 

三十一文字
ミ ソ ヒ ト モ ジ

の芸術 韓国産 SF×ラブロマンス 

表紙に惹かれてこの本を手に取った時は、短歌の本
だとは気付きませんでした。この本を読んで、短歌なんて
古臭い、おじいちゃんやおばあちゃんの趣味だと思って
いましたが、見かたが変わりました。 

自分たちがよく行くお店が出てきたり、有名なゲーム
が出てきたり、普段の生活の匂いがする短歌ばかりで、
とても新鮮な気持ちで読み進めることができました。 

共感できる歌もあれば、そうでない歌もありますが、心
が揺さぶられます。 

主人公の圭人は、芸術の都ローマで生まれ育ち、歴
史ある古い建築やアートを観ては、スケッチするのが好
きな 14 歳。しかし、父親の死を機に母親と東京の下町へ
引っ越すことに。そこで、スプレー缶で凄い落書きをする
歩と出会います。 

作者はイタリア在住だけあって、イタリアのいろいろな
芸術作品が出てくるのも読み応えがあり、実際にいろん
な建築物を観たくなりました。芸術や建築に興味のある
方におすすめの一冊です。 
 

スポーツが好きだとしても、全員がレギュラーになれる
わけでも、試合に出られるわけでもありません。試合に出
られたとしても、プロ選手になるなんて、さらに一握り。ケ
ガや様々な事情で競技人生を諦めることもあるでしょう。 

この本は、それでもスポーツが好きだ！何かスポーツ
に関わっていきたい！と思う方に読んでほしい一冊です。 

スポーツに関係する職業の紹介や、実際にその職業に
就いている人たちが、どの様にしてその道を選んだのか
などが詳しく載っていて参考になります。 

韓国ソウルに住むハナは、洋服のリメイク店経営のお
となしい女性。彼氏のチョンミンは奔放で、ハナはいつも
振り回されてばかり。ある日、彼は旅先で隕石の衝突事
故に巻き込まれてしまう。現場から無事に帰った彼は以
前と違って優しく、ハナを心から愛してくれるようになる。
不思議に思いながら生活していたハナだったが、彼が口
から緑のビームを出すところを目撃してしまい… 

あなたはだれ？本当のチョンミンはどこ？心優しい女
性と宇宙人が織りなす韓国生まれの SF ラブロマンス。 


