ＹＡ新着本☆ピックアップ
『ココロコネクト プレシャスタイム』
庵田定夏／著 〔アン〕
３年に進級した藤島麻衣子が受験モー
ドの前にと開催したのは学校を巻き込
んでの一大イベント。一方で新部長に紫
乃が就任した新文研部は新入生勧誘活
動に苦闘していた。ついに卒業、シリー
ズラストを飾る番外編第 3 弾!

『ココロコネクト』シリーズ
とは
山星高校文化研究部。部員は
１年生のみ５人（男３女２）
。こ
の５人の中でランダムに人格が
入れ替わるという怪現象が発
生!!とんだ非日常に振り回さ
れ、傷つきながらも日常をおく
る５人の成長ストーリー。
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ＹＡとは
Young Adult（若いおとな）の略。
おもに 12 歳から 19 歳までを指す言葉です。
その世代にも楽しんでもらえる本をテーマ

その他の新着本

に沿って紹介します。
タイトル

著者名

請求記号

よろず占い処陰陽屋は混線中

天野 頌子／著

アマ

ＧＪ部中等部 ７

新木伸／著

アラ

魔法科高校の劣等生 １２

佐島勤／著

サシ

ソードアート・オンライン プログレッシブ ２

川原礫／著

カワ

星の声に、耳をすませて

林完次／著

440

今回のテーマ

部活動
運動部、文化部、それに帰宅部。
努力を積み重ね、試合や賞に挑んだり、

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

のんびり仲間との時間を楽しんだり、
著者名

ビブリア古書堂の事件手帖 ４

三上延／著

ミカ

２

丕緒（ひしょ）の鳥 十二国記

小野不由美／著

オノ

３

ソードアート・オンラインシリーズ

川原礫／著

カワ

４

カゲロウデイズシリーズ

じん（自然の敵Ｐ）／著

シン

５

慄（おのの）く瞳にくちずさめ 少年陰陽師

結城光流／著

ユウ

６

よろず占い処陰陽屋シリーズ

天野 頌子／著

アマ

７

首（おびと）の姫と首なし騎士 ７

睦月けい／著

ムツ

８

聖女の結婚 ２

夏目翠／著

ナツ

★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。

まった本、たくさん有ります。
テーマ本☆ピックアップ
部活＝Ｔ・Ｓ・Ｌ（ﾁｰﾑ・ｽｶｲ・ﾗﾘｱｯﾄ）

部活＝ものづくり研究部

『トリガール！』

『鉄のしぶきがはねる』

中村航／著 〔ナカ〕 一般
琵琶湖で行われる“鳥人間コンテ
スト”に参加するサークル、「Ｔ･
Ｓ･Ｌ」
。断り切れずに入部し、パイ
ロットを目指すはめになったゆき
なだが、先輩パイロット二人の影響
もあり、やがて本気になっていく。
それは彼らにも影響を与え…。
一般＝一般書

部活と、恋

１

詳しくはカウンターまで!!

時に悩んだり。そんな部活の魅力が詰

請求記

まはら三桃／著 〔マハ〕 YA
工業高校に通う心（しん）。かつて
祖父の工場でおきたうらぎりに、心
を痛めた彼女は人の技術よりコン
ピューターを選んだ。しかし、ひょ
んなことから“ものづくり研究部”
を手伝うことになり、３人の男子と
コンテストを目指すことに。

児童＝児童書

YA=YA 資料

出会い

近藤史恵／著 〔コン〕一般
自転車部員に負わせたケガ。それ
が正樹と自転車競技との出会いだ
った。一年間だけという約束で自転
車部に入部した正樹だが、やがてそ
の楽しさに気付き、才能にも目覚
め、エース櫻井へと迫っていく。

部活＝演劇部
『幕が上がる』

『ウィンディ・ガール』

平田オリザ／著 〔ヒラ〕一般
決して悪くはなかった演劇部。でも
すごい先生と上手い転校生がきて目
指すものが変わった！劇団員、大学、
それぞれの未来を考えながら。
劇作家にして劇団主宰の平田オリ
ザが描くリアルな高校演劇小説!!

田中啓文／著〔タナ〕 一般
吹奏楽部でサックスを吹く典子
の秘密。それは彼女のサックスに
は地狐という狐がいること、そし
て父の死の真相を探しに新宿にい
ったこと。そこで典子はジャズと
出会いその魅力にはまっていく。

部活＝美術部

部活＝軽音楽部

たち』

復活

花形みつる／著 〔ハナ〕 児童
すごい先輩たちの卒業に、天敵、新
校長の出現。部室さえうばわれ、廃
部の危機におちいった美術部に残っ
たのは悪名？と超個性的なメンバー
ばかり。存続をかけ県展を目指す！
部活＝犬部
北里大学獣医学部』

片野ゆか／著 〔645 カ〕YA
青森県にある北里大学獣医学部に
実在する犬部。それは行き場をなく
した動物たちの世話をし、新しい飼
い主を探す部。血と汗と涙とおしっ
こにまみれた、でもすごい青春!!

本当の話

『犬部!

『階段途中のビッグ・ノイズ』

『風が強く吹いている』

越谷オサム／著 〔コシ〕 YA
30 年続き、かつては人気もあった
軽音楽部。しかし部員は減り、不祥
事から廃部の危機に!!存続の条件
は半年以内に成果をあげること。た
だ二人残った 2 年生は仲間を見つ
け、部を復活できるか？

三浦しをん／著 〔ミウ〕一般
高校陸上部の管理主義に嫌気がさ
し、部活をやめた走。だが大学でハ
イジという先輩に出会い、なぜかし
ろうと集団と箱根駅伝を目指すこ
とに。走る 10 人それぞれの思い。
そしてその先に選ぶ道とは。

部活＝バスケ部

ﾀﾞｰｼｰ･ﾌﾚｲ／著 〔783.1 フ〕一般
アメリカ、リンカーン高校に所属す
る４人の名選手。スラム脱出と大学
進学をかけた彼らのバスケ。夢の実
現なるか？アメリカの高校バスケ界
が見えるノンフィクション。

部活＝ＧＪ部

部活＝古典部
『氷菓（ひょうか） 』

新木伸／著〔アラ〕 YA
正体不明のナゾの部活、ＧＪ部。
5 人の部員たちは部室でお茶した
り、おしゃべりしたり、たまに勉強
してみたり。のんびり仲間ですごす
部活の楽しさ。そんなほのぼの日常
系、部活ショートストーリー。

米沢穂信／著 〔ヨネ〕 YA
自他ともに認める“省エネ”人間、
奉太郎は最強の姉の命令で廃部寸
前の古典部に入部する。活動内容は
文集「氷菓」をつくること。それが
なぜか仲間たちと、
「氷菓」と 33 年
前のなぞを追うハメに。

日常

『ＧＪ部（グッジョブ）』

『コロヨシ!!』
三崎亜記／著 〔ミサ〕 一般
・ ・
“掃除（そうじ）”
、それはこの日
本でなんらかの理由で国家の管理
下におかれる活動制限スポーツ。
保安局ににらまれながらも“掃除
部”を選んだ高校生たち。異世界
日本が舞台の異色の部活小説。

『桐島、部活やめるってよ』
朝井リョウ／著 〔アサ〕一般
バレー部部長でエースの桐島が
部活をやめた。それは桐島の仲間
や友人のほかに、直接桐島を知ら
ない者へも影響を与えていく。吹
奏楽、映画、野球、様々な部の生
徒たちの思いが見える部活小説。

テーマ☆その他のおすすめ本
タイトル

『最後のシュート』

部活＝掃除部

部活＝バレー部、ほか

部活＝陸上部

部活をやめた…

『アート少女 根岸節子とゆかいな仲間

部活＝吹奏楽部

ふしぎな世界

部活＝自転車部
『キアズマ』

部活

著者名

請求記号

オチケン！

大倉崇裕

オオ 児童

落語研究会

ひかりの剣

海堂尊

カイ 一般

剣道部

ハチミツドロップス

草野たき

クサ 児童

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部

王国は星空の下

篠田真由美

シノ YA

新聞部

ぼくは落ち着きがない

長嶋有

ナカ 一般

図書部

帰宅部、ボーイズ

はらだみずき

ハラ 一般

帰宅部

偏差値７０の野球部

松尾清貴

マツ YA

野球部

ホエール・トーク

ｸﾘｽ・ｸﾗｯﾁｬｰ

933 ク 一般

水泳部

高校生レストランひみつのレシピ

村林新吾

596 コ YA

調理部

僕らがサッカーボーイズだった頃

元川悦子

783.4 モ 一般

サッカー部

