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仙台市広瀬図書館
『十二国記』シリーズとは

とり

『丕緒の鳥 十二国記』
小野不由美／著 〔オノ〕
国の祝賀を占う鳥を作る陶工の丕緒、
死刑廃止か復活かでゆれる司刑の瑛庚、
山毛欅を、ひいては国を救うためかける
標仲、外界を忘れがちな暦つくりに憤る
下女の蓮花。十二国を生きる人の営みを
描いた珠玉の短編集。

人を含む命が木から生まれ、一
国一頭の麒麟が王を選び、寿命
なき王と麒麟が国と命運を共に
する不思議な世界、十二国。そ
の一つ慶の王となるべくこちら
の世界から連れ戻された陽子、
そして各国の王や麒麟たちが繰
り広げる壮大なファンタジー。

ＹＡとは
Young Adult（若いおとな）の約。
おもに 12 歳から 19 歳までを指す言葉です。
ここではその世代に楽しんでもらえる本を
テーマに沿って紹介します。

その他の新着本
タイトル

著者名

請求記号

さびまみれのバビロン ﾌﾞｷﾞｰﾎﾟｯﾌﾟ・ｳｨｽﾞｲﾝ

上遠野浩平

B カト

ソードアート.オンライン 13

川原礫

B カワ

魔法科高校の劣等生 11

佐島勤

B サシ

犬とハサミは使いよう Dog Ears 3

更井俊介

B サラ

花散里 ヒカルが地球にいたころ 8

野村美月

B ノム

今回のテーマ

「仕事」ってなに!?お金をかせぐこと？それともやりがい？
人気の本☆広瀬ＹＡ版
（広瀬図書館のＹＡで特に予約の多い資料です。
）
タイトル

そんなことを考えさせてくれるような YA 世代にもおススメの本を
小説、マニュアル本、会社や職業紹介等ジャンルを問わず、一般書
著者名

請求記号

１

『ビブリア古書堂の事件手帖』シリーズ

三上延

B ミカ

２

丕緒の鳥 十二国記

小野不由美

B オノ

３

慄（おのの）く瞳にくちずさめ 少年陰陽師 39

結城光流

Ｂユウ

４

おおかみこどもの雨と雪

細田守

B ホソ

５

ソードアート・オンライン 1

川原礫

B カワ

６

ソードアート・オンライン 13

川原礫

B カワ

７

カゲロウデイズ 1

じん（自然の敵 P）

B シン

８

その冥（くら）がりに花の咲く 陰陽師・安倍清明２

結城光流

ユウ

や児童書、YA 書架の中から集めてみました。
テーマ本☆ピックアップ
仕事って？
『１４歳からの仕事道』
玄田有史／著 〔366〕児童
まだまだ働くなんてこれからの１４
歳からの若者たちに。どうすれば皆が
楽しく労働できるか、
「労働経済学」が
専門の著者がチャンスのつかみ方や仕
事に立ち向かうポイントを含む、
「働く
ことの本当」を教えてくれます。

『フェリックスとお金の秘密』
ニコラウス・ピーパー／著

〔943 ヒ〕 児童
「金持ちになってやる！」
。決
意したフェリックスがさっそ
く友人と始めた芝刈りのバイ
トは、経済に詳しいシュミッ
ツさんと知りあったことから
ついには会社に…。
楽しく学べる経済小説。

★貸出中の資料は予約をして取り寄せることができます。また、パスワード
登録をすればインターネットでお家でも図書館の資料の予約ができます。
詳しくはカウンターまで!!

一般＝一般書

児童＝児童書

YA=YA 資料

仕事＝レストランスタッフ
『高校生レストラン、行列の理由。
』
村林新吾／著 〔673 ム〕 YA
全国初の高校生レストラン、「まごの
店」
。そこは店舗運営のほぼ全てを高校生
たちが行う、研修レストラン。ここで学
び巣立つ彼らが学んだこととは。そして
ここの教師たる著者の思いとは…。

『新人 OL、つぶれかけの会社
をまかされる』
佐藤義典／著〔J675 サ〕一般
入社一月目にして、つぶれか
けのレストラン立て直しを命
じられた真子。シェフやスタ
ッフとも対立しながら果たし
てお店は立ち直るのか？
ビジネスライトノベル。

仕事＝ディズニーランドスタッフ
『ミッキーマウスの憂鬱』
松岡圭祐／著 〔マツ〕 一般
後藤の新派遣先はディズニーランド。仕
配属先は裏方美装二課。張り切るものの、
そこにもいろいろあって。そしてミッキ
ーマウス失踪事件勃発！そんななか、仲
間意識ややりがいが。ディズニーがもっ
と好きになる、ディズニーお仕事小説。
就活＝マスコミ
『シューカツ！』
石田衣良／著 〔イシ〕 一般
千晴が仲間６人と結成した「シューカツ
プロジェクトチーム」
。狙うは難関、マス
コミ関係、TV 局や出版社。嫉妬に恋に、
失敗、ひきこもりとシューカツ戦線は難
局ばかり。はたして 7 人は無事シューカ
ツを成し遂げられるのか？

仕事=町工場社長
『下町ロケット』
池井戸潤／著 〔イケ〕 一般
かつて宇宙開発プロジェクトの一員だ
った佃航平。けれど実家の工場を継いだ
今、経営は崖っぷち。ところが佃製作所
がとった特許がロケット開発に絡み…。
下町の工場から宇宙へ。その手は届くの
か？

『社会人として大切なことは
みんなディズニーランドで教
わった。』
香取貴信／著〔689 カ〕一般
実際のディズニーランドの
現場とは？高校時代、ディズ
ニーで実際にバイトした著者
が語ります。美装も登場!!

『クローバー・レイン』
大崎梢／著〔オオ〕一般
老舗出版社の編集マン、彰彦
がある日出会った素晴らしい
原稿。どうしても出版したい
と願うが、会社は売れっ子作
家のものではない原稿に冷た
くて…。数多の困難を超え、
本は読者に届くのか？

仕事＝スピーチライター

仕事＝おせんべい屋さん
『新潟のおせんべい屋さんが東京の
女子中学生にヒット商品つくりを頼
ん だ ら と ん でも な い こと が 起 こ っ
た!? 』
ROCKGIRLS ／編著〔675 ロ〕YA
一通の手紙から始まった企業と中
学校のコラボ、そこから生まれた中
学生が商品開発をしたお菓子とは!?
ひょっとして食べたことあるかも?

『本日は、お日柄もよく』
原田マハ／著 〔ハラ〕 一般
親友、厚志の結婚式で伝説のスピー
チライター、久遠のスピーチに感動
し、弟子入りした、こと葉。一方厚志
には政界への誘いが。やりたい仕事を
見つけたこと葉、やるべき仕事に出会
った厚志、世界を見据える久遠。そし
てライバル、ワダカマ。それぞれの羽
ばたく先は？

仕事=行政職員

仕事＝海外でいろいろ

『ゼロ！ こぎゃんかわいか動物が
なぜ死なねばならんと？』
片野ゆか／著 〔645 カ〕 一般
愛護センターの名前とは裏腹に動
物の殺処分が行われている。そんな
現状にたちむかい、ついに殺処分ほ
ぼゼロを実現した、日本一カッコイ
イ行政マンたちのはなし。

『関口智弘のファーストジャパニー
ズ』
関口智弘／旅人＆絵日記
〔290 セ〕 一般
自らの進む道を求めて海を渡り、
ついにその分野で認められるにいた
った、そんな「ファーストジャパニ
ーズ」たちを関口知宏が追った。

テーマ☆その他のおすすめ本
タイトル

著者名

請求記号

仕事

フリーター、家を買う

有川浩

アリ

フリーター⇒建設

ハロワ！

久保寺健彦

クホ

ハローワークの相談員

鎮火方

日月恩

タチ

喧嘩をかって消防士

おおかみこどもの雨と雪

細田守

B ホソ YA

お母さん

『世界一のモノを生み出す
日本の会社』
誠美堂出版編集部／編

幸せの条件

誉田哲也

ホン

OL、なのに農業

神去なあなあ日常

三浦しをん

ミウ

気が付いたら林業

〔509 セ〕 一般
日本には世界一のモノを生
み出すすごい会社がたくさん
ある！そんな会社とその仕事
を写真と文章で紹介!!

図書館が教えてくれた発想法

高田高史

015 タ

図書館でアルバイト

世にも奇妙な職業案内

ﾅﾝｼｰ・ﾘｶｰ・ｼﾌ

366 シ YA

奇妙な職業いろいろ

パンダ飼育係

阿部展子

489 ア

パンダ飼育係

「超人ﾈｲｶﾞｰ」を作った男

海老名保

674 エ

ご当地ﾋｰﾛｰ仕掛け人

