ＹＡ☆その他の新着本

仙台市広瀬図書館

タイトル

著者名

請求記号

日本の神々完全ビジュアルガイド

椙山林継

172 ニ

マンガでわかる世界史

祝田秀全

209 マ

歴史に輝くお姫様大図鑑

ブレインナビ

280 レ

戦国武将巡礼の旅

歴史魂編集部

291 セ

勉強力がぐんとアップする合格ノート術

NHK『テストの花道』制作チーム

379 エ

夜空と星の物語

Ｎｏ３（2014／5 発行）

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。
広瀬図書館にはその世代向けの本を集めた
ＹＡコーナーがありますが、そこの資料に限
らず、ＹＡ世代に楽しんでもらえる本を広瀬
図書館の中からテーマに沿って紹介します。

443 ヨ

へんななまえのへんないきもの

アフロ

480 ア

世界一たのしいひとり暮らし術

河野真希

590 セ

県民ごはん、作ってみました!

もぐら

596 モ

猫街道三拾三次 歌川猫重

シュー・ヤマモト

726 ヤ

楽器から見る吹奏楽の世界 カラー図解

佐伯 茂樹

764 サ

ソードアート・オンライン１４

川原礫

カワ

YA コーナーでは例年、冬から春先に中高生の選書

魔法化高校の劣等生１３

佐島勤

サシ

アドバイザーとともに新しくコーナーに入れる本

こい

今回のテーマ

恋

を選びます。そのため、春先は最も新着本が多い

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

季節。2013 年度の選書アドバイザー発案のテーマ
著者名

請求記号

都会生活研究プロジェクト〈仙台チーム〉

291 ト

２

仙台ルール
ビブリア古書堂の事件手帖 ５

３

英国一家、日本を食べる

マイケル・ブース

４

ビブリア古書堂の事件手帖 ４

三上延

５

丕緒（ひしょ）の鳥 十二国記

小野不由美

オノ

６

陽だまりの彼女

越谷オサム

コシ

７

へなちょこ手づくり生活

たかぎなおこ

８

GOSICK RED（ゴシック レッド）

桜庭一樹

１

& 新着特集号

三上延

ミカ
596 フ
ミカ

750 タ
サク

“恋”を新着多数とともに紹介します!!
テーマ本☆ピックアップ
忍ぶ恋
『もしも、この世に天使が。』
《青の章》
《白の章》
山田あかね／著 〔ヤマ〕児童
両親の離婚後、犬のシロと暮らすた
め、北海道の祖母の家にひっこした亜
央（あお）。真（まこと）という高校生
と出会い好きになったけれど、彼の家
は祖母にとって敵だった。それでもこ
っそりとつきあい始めるが…。

『恋いのうた。うた恋い。和
歌撰』
渡部泰明／著 杉田圭／著
〔911.1 ス〕ＹＡ
人気の、百人一首超訳コミッ
ク『うた恋い。』シリーズに
恋歌撰が仲間入り。恋のうた
のすてきな解説から古の恋バ
ナをかいま見てみませんか？

★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

＝新着図書

禁断の恋
『銀のキス』
ｱﾈｯﾄ･ｶｰﾃｨｽ･ｸﾗｳｽ／作 〔933 ク〕児童
母の病、仕事に追われる父、親友の転校。
孤独な少女ゾーイは、同じく孤独を抱え
る美しい少年サイモンに出会い、ひかれ
ていく。しかし、彼には恐ろしくも悲し
い秘密があった。禁断のラブストーリー。

変化…
『ハチミツドロップス』
草野たき／著 〔クサ〕児童
家でも学校でもお調子者の愛されキャ
ラをつらぬいてきたカズ。そんなカズの
話をまじめに聞いてくれる彼、塩田君が
大好きだった。でも、大切な居場所だっ
た部活を失い、カズの、そして仲間たち
の恋や友情もなんとなくズレはじめ…。

ゼロ

テーマ☆その他のおすすめ本

『メディエータ０』

１６歳のスーズには誰にも
言えない秘密がある。それは
“メディエータ（霊能者）
”だ
ということ。ところが引っ越
し先には 150 年以上昔のイケ
メンの幽霊が住んでいて。

著者名

書名

ﾒｸﾞ･ｷｬﾎﾞｯﾄ／著〔933 キ〕一般

内容

請求記号

月の輝く夜に/ざ・ちぇんじ!

氷室冴子

ヒム/YA

平安の恋!!

男子のための恋愛検定

伏見憲明

150/児童

男子向け恋愛論

バリスタ少女の恋占い

ｸﾘｽﾃｨｰﾅ･ｽﾌﾟﾘﾝｶﾞ-

933 ス/児童

ｺｰﾋｰでｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

黒衣の天使と危険な恋

ﾍﾞｯｶ･ﾌｨｯﾂﾊﾟﾄﾘｯｸ

933 フ/一般

天使と恋とﾐｽﾃﾘ

あの恋愛映画の絶景ロケ地を見る

アフロ

290 ア/一般

恋する風景

ＹＡ恋する新着本☆セレクション
『ひかりのメリーゴーラウン
ド』
田口ﾗﾝﾃﾞｨ／著〔タク〕児童
中 3 のまゆには病気の人の
悪い部分をときどき感じる力
がある。そんなまゆが気にな
り始めたのは同じクラスの岡
野くんだったが…。心も体も
変化する時期の切ない恋。

『恋する文豪 日本文学編』

『僕の小規模な自殺』

真山知幸／監修 〔902 コ〕
漱石、鴎外、太宰、その名作の陰に
は恋があった。文豪１０人の恋もよう
をコミック化。なにやら堅そうで敷居
が高いイメージの文豪たちも、その恋
のエピソードを見れば少し身近に感
じられるかも!?『恋する文豪 世界文
学編』もあります。

入間人間／著 〔イル〕
ある日突然、しがない大学生の“俺”
の 部 屋 に し ゃ べる ニ ワト リ が 現 れ
た。実は未来人だというそのニワト
リは、
「３年後に病魔に侵され彼女は
死ぬ」と告げる。最愛にして、でも
恋人じゃない彼女、熊谷藍を健康体
にすべく“俺”は立ち上がった。

初恋
『わたしの恋人』
藤野恵美／著 〔フシ〕 ＹＡ
高１の龍樹（りゅうき）がふいに好きに
なってしまったのは、趣味も育った環境
も全然違う森せとな。ふたり、それぞれ
の視点から描かれた初恋のときめきとと
まどい、そして優しさにあふれる青春小
説。姉妹編『ぼくの嘘』もあります。

『おしゃれデート服コレクシ
ョン』
ashimai／著 〔589 ア〕ＹＡ
デートには何を着ていく？
もっとデートが楽しくなるカ
ップルコーデを街行くおしゃ
れ人から紹介!『おしゃれ女子
コレクション』も有ります。

恋と悩み
『もういちど生まれる』
朝井リョウ／著 〔アサ〕 一般
「好きになっちゃいけない人を好きに
なったときって、どうしたらいい」
恋と、友情、家族、コンプレックス、将
来、さまざまな思いをかかえ、揺れる若
者たち。そんな彼らの悩みや恋模様など
がギュッとつまったリアルな青春小説。

『世界一素朴な質問、宇宙一
美しい答え』
ｼﾞｪﾝﾏ･ｴﾙｳｨﾝ･ﾊﾘｽ／編
〔030 セ〕ＹＡ
「どんなふうに恋におちる
の？」など 100 の疑問に世界
の第一人者がだす答えとは!?

ＹＡ新着本☆ピックアップ
『ねじ巻き精霊戦記 天鏡のアルデラミ

『ゼロからトースターを作ってみた』

ン』シリーズ

〔500 ト〕
移動距離 3060km、時間 9 か月、日本
円にして約 15 万円をかけてトーマス
が作ったのは 1 台のトースター。鉄鉱
石を掘りに鉱山へ行き、母のレンジそ
の他をぎせいにして作ったトースタ
ーは動くのか 1?写真も満載!!
トーマス・トウェイツ／著

〔ウノ〕
隣国と戦争中の帝国カトヴァーナ。
戦争嫌いで女好きでなまけ者の少年、
イクタが高等士官試験の最中にあっ
た災難。それが後に名将と呼ばれるよ
うになる彼の運命の転機だった。

宇野朴人／著

『泣きうた

幕末侍たちの三十一文字』

ししゃも歳三／漫画

幕末に興味を持ったら。

今川美玖／文〔911 シ〕

幕末を駆け抜けたサムライ達、彼らが思
いを込めた辞世の歌などをオリジナル・
ストーリーのコミックで紹介。沖田総司
など８人の生き様あふれる歌に涙してみ
ませんか？シリーズ『泣きうた 幕末悲
運の戊辰敗軍編』も有ります。

新着本に幕末モノがもう２冊。
『幕末維新 志士たちの名言』
齋藤 孝／著 【281 サ】
『新選組 巡礼の旅』
歴史魂編集部／編【291 シ】
で、さらなる歴史の旅をどうぞ!

