ＹＡ新着本☆ピックアップ
『県民ごはん、つくってみました！2』

もぐら／著 〔596 モ〕
ご当地グルメを、著者もぐらが実際
に作ってみる人気のレシピ付きコミ
ックエッセイ第 2 弾。今回は宮城の
あのご当地スイーツを含む１３のご
当地グルメが登場!

仙台市広瀬図書館
そうきゅう

ひび

じゅうせい

しゅうえん

『蒼 穹 に響く銃 声 と終 焉 の月』１～４
九条菜月／著 〔クシ〕
少年期で成長が止まった外見をフル
活用し、密偵として活躍するクロラ・リ
ル。謎の予算を追い“軍人の墓場”と呼
ばれるグルア監獄に潜入する。監獄ミス
テリ全 4 冊が広瀬 YA 書架に登場!!

ＹＡ☆その他の新着本
タイトル

著者名

請求記号

新世界透明標本２

富田伊織

480 ト

いのちの花 捨てられた犬と猫の魂を花に変えた私たちの物語

向井愛実

645 ム

カブキブ！3

榎田ユウリ

エタ

魔法科高校の劣等生 14

佐島勤

サト

犬とハサミは使いよう 10

更伊俊介

サラ

神様のメモ帳 9

杉井光

スキ

デュラララ!! ＳＨ ×２

成田良悟

ナリ

マグダラで眠れ 6

支倉凍砂

ハセ

メンズフロアの王様

菱田愛日

ヒシ

風味さんじゅうまる

まはら三桃

マハ

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。
）
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

魔法科高校の劣等生 １

佐島勤

596 フ
サト

５

カゲロウデイズ １

じん（自然の敵Ｐ）

シン

６

へなちょこ手作り生活

たかぎなおこ

750 タ

三上延

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。
今回のテーマ

音楽
歌う、演奏する、聞く、作る、使う、かかわり方は
人それぞれだけど常に身近にある音楽。その魅力が
詰まった本を多数紹介。音楽とともに読書を楽しん
でみませんか？

Ｊポップ／合唱

タイトル
１

№４（2015.01 発行）

つき

ミカ

★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!!

『拝啓 十五の君へ』
～アンジェラ・アキと中学生たち～
NHK 全国学校音楽コンクール製作班／編

〔767 ハ〕ＹＡ
NHK 全国音楽コンクール中学生の部の
課題曲として生まれたアンジェラ・ア
キの「手紙」。その曲を中学生たちはど
う受け止めたのか。アンジェラ・アキ
と中学生たちの交流の記録。
仙台の二人きりの中学合唱部も登場!
一般＝一般書

児童＝児童書

『くちびるに歌を』
中田永一／著〔ナカ〕一般
美人の臨時教師が顧問にな
ったのを機に、一気に男子部
員が増えた合唱部。男女の部
員たちが対立する中、課題曲
「手紙」に合わせ、未来の自
分への手紙を書くことにな
る。その手紙には等身大の悩
みが詰まっていた。
YA=YA 資料

一般

恋と音楽

邦楽ロック
『明日につづくリズム』
八束澄子／著 〔ヤツ〕ＹＡ
恵と千波の二人は同郷の人気バンド、ポ
ルノグラフィティの大ファン。進学、家
族、友情、恋、揺れ動く気持ちを後押し
してくれるのはいつも彼らの歌だった。
人気バンド、あのポルノグラフィティの
因島凱旋ライブからうまれた青春小説。
洋楽ロック
『階段途中のビッグ・ノイズ』
越谷オサム／著 ［コシ］ＹＡ
伝統的に洋楽ロックを中心とし、かつて
は栄光を誇っていた田高軽音部。しかし
今やダンスミュージックにおされ、さら
には不祥事からついに廃部の危機に。残
された啓人と伸太郎はふたたび田高に洋
楽を響かせることができるのか!?
ボーカロイド
『初音ミクはなぜ世界を変えたのか？』
柴那典／著 〔763 シ〕一般
1961 年、初めてコンピューターが歌っ
た。それから約半世紀、新たな音響文化
として根付いたボーカロイド。音楽がよ
り手軽に創作ができるようになったその
背景、ボーカロイドと音楽世界、そして
その未来を読んでみよう！
ピアノ（挫折とそのあと）
『ルーシー変奏曲』
サラ・ザール／著 〔933 サ〕児童
祖父から天才ピアニストであることを
義務づけられてきたルーシー。祖母の死
によるコンクールの放棄からピアノを弾
くことができなくなり、家族との確執も
抱えるが、弟のピアノ教師ウィルとの出
会いから再びピアノと向き合い始める。

『金魚島にロックは流れる』
かしわ哲／著〔カシ〕児童
金魚島で漁師をしながらロ
ックミュージシャンをするナ
ナミとその弟アビルのバンド
「ゴルフィッシュ」
。小さな島
でのバンド結成から武道館で
コンサートを開く人気バンド
へと駆け上がっていく軌跡!!

グ ッ ド

『トーキョー・ジャンヌダルク 1

ドリームズ

『Good Dreams』

追っかけ!』

管知香／著 〔カン〕ＹＡ
人気バンド「ルーツ」の追っ
かけからボーカルのタクヤの
彼女になったアサコ。彼らと
仲間たちの独特の空間は彼女
を別の世界に連れ出してくれ
る気がしたが…。

石崎洋司／著 〔イシ〕児童
女子高生 3 人組の情報屋「トーキョー・
ジャンヌダルク」への依頼は家出少女、
久美子の捜索。バンドの押しかけスタッ
フをしているらしい彼女を追ううちに 3
人は怪しげな男の監視に気づく。
傷つきながらも戦う少女たちの物語。

世界の音楽

ジャズ
『ロックの英詞を読む』
ﾋﾟｰﾀｰ･ﾊﾞﾗｶﾞﾝ／著
〔837 ハ〕一般
歌詞や時代背景が分かれば
洋楽をもっと楽しめる。洋楽
ロックの名曲 36 曲を、歌心を
大事にしながら解説&邦訳。英
語とロック両方が楽しめる!

『音楽がわかる世界地図

『ベンのトランペット』
ﾚｲﾁｪﾙ・ｲｻﾞﾄﾞﾗ／作絵〔Ｆイ〕児童
トランペットはないがジャズを愛
し、いつも心でトランペットをかき
ならすベン。ジャスの世界観を白と
黒で表現。ジャズの息吹がつまった
大人向け絵本。

地の音楽・楽器・ミュージシャンが一冊でわかる！』

世界の音楽編集部／著 〔764 オ〕一般
世界の最近の音楽事情、ロックな人間
関係に伝説のパフォーマンス、音楽ジャ
ンルごとのファッションまで知ること
ができる写真やイラスト満載の解説書。
読めば音楽をもっと楽しめるかも。

アイドル
『カゲロウデイズ』
じん（自然の敵Ｐ）／著
〔シン〕ＹＡ
音楽と小説がリンクし、大き
な物語世界を構築するよう作
られたボカロ小説。
「メカクシ
団」と「疎外された子供たち」
の物語。広瀬ＹＡで常に大人
気!!

ユ

今と過去、世界各

バイオリン／フラメンコギター

ウ

『ＹＯＵ！』
五十嵐貴久／著 〔イカ〕一般
女子なのに男子アイドル限定芸能事
務所のオーディションに男子として
合格してしまった優。バックダンサー
のはずが、男子グループの一員として
事務所内オーディションでデビュー
をかけ他のグループと戦うはめに…。

『レントゲン』
風野潮／著 〔カセ〕児童
橘廉太郎と弦次郎は同学年の年子。
バイオリンを愛する弦次郎と、器用だ
が何にも夢中になれない廉太郎は互
いにコンプレックスを持っていた。そ
んな廉太郎にギター部が声をかけ…。

テーマ☆その他のおすすめ本
『８分音符のプレリュード』
松本祐子／作〔マツ〕児童
孤立する転校生の透子は悲
劇の天才ピアニストだった。
吹奏楽部の先輩に頼まれ彼女
を部に勧誘にいった果南だが
透子と対立し自らの居場所を
失いかける。二人の少女の自
分探しの物語。

書名

著者名

請求記号

音楽

カルテット！

鬼塚忠

オニ/一般

家族カルテット

ウィンディ・ガール ｻｷｿﾌｫﾝに棲む狐

田中啓文

タナ/一般

ジャズ/吹奏楽

レーナ・マリア

レーナ・マリア

280 マ/児童

ゴスペル

トニーノの歌う魔法

ﾀﾞｲｱﾅ･ｳｨﾝ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ

933 シ/児童

歌で魔法

楽器から見る吹奏楽の世界

佐伯茂樹

764 サ/ＹＡ

吹奏楽/楽器

ﾌｯﾄ･ﾉｰﾄ 足で書かれた物語

ＹＡ新着本☆ピックアップ
『おしゃれ「着こなし」ベストコレク
ション』
～街で見つけた“ちょい足し”コーデ～

ashimai／著 〔５８９ア〕
広瀬ＹＡ で人気のファッションコ
ーデ本に新着登場。今回は各ファッ
ションアイテムの着こなしを紹介。

仙台市広瀬図書館

№４

『山月記』海王社文庫
小野大輔／朗読 〔ナカ〕
旅で出会った人食い虎は古い親友
だった。秀才だった友はなぜ虎にな
ってしまったのか？
人気声優の朗読付きで人気、海王
社文庫の名作シリーズから「山月記」
ほか２冊が広瀬ＹＡ書架に初登場！
中島敦／著

ＹＡ☆その他の新着本
タイトル

著者名

ＹＡとは

請求記号

今回のテーマ

Young Adult（若いおとな）の略。
おもに 13 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。

楽 学
しく

習

& 新着特集号
「勉強」はたいへん?!
でも、勉強が楽しくなっちゃうような
コミックや小説、イラストの本もたく
さん、あります。今回はそんな本をＹＡ
コーナーの新着多数とともに紹介します。
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

著者名

請求記号

東田直樹

369 ヒ

２

自閉症の僕が跳びはねる理由
仙台ルール

都会生活研究プロジェクト〈仙台チーム〉

291 ト

３

この部屋で君と

朝井リョウほか

４

英国一家、日本を食べる

マイケル・ブース

５

魔法科高校の劣等生 １５

佐島勤

サト

６

最後の晩ごはん

椹野道流

フシ

１

コノ
596 フ

★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!!

英語の時間
『スター・ウォーズ英和辞典』
～ジェダイ入門者編～
〔８３３ス〕ＹＡ
あのスター・ウォーズから英和辞典が
登場!!中学必修単語約 1000 語を、映画
のセリフを例文に、映画の写真や独自
のカラーイラスト多数とともに紹介。
ジェダイたちと英語を楽しもう！
読むのが楽しくなる新しい辞典。
一般＝一般書

児童＝児童書

『ずるいえいご』
～丸暗記はいりません!～
青木ゆか／著〔８３７ア〕ＹＡ

YA=YA 資料

＝YA 新着図書

古文の時間

数学の時間
『』

『浜村渚の計算ノート』

かしわ哲／著〔カシ〕児童

冲方丁／著 〔ウフ〕一般

砂崎良／著 〔９１３サ〕ＹＡ
平安時代の大ベストセラー、『源氏物
語』はなぜそれほどまでに平安人たちの
心をとらえたのか？光源氏の言動は当時
の人にとってどんな意味があったのか？
その感覚を理解できるようコミックとコ
ラムで紹介。キャラクター相関図付き。

青柳碧人／著 〔アオ〕ＹＡ
天才数学者高木がテロを起こした。さ
らに、長年全国の高校で使われてきた彼
の数学ソフトを学んだ者には潜在的な洗
脳の可能性があり、警察は危地に立たさ
れる。そんな中あらわれた“救世主”は、
一人の女子中学生だった。

保険体育の時間

家庭科の時間

社会の時間
『源平の姫君たち』紅の章

『はなとゆめ』

『マンガでわかる源氏物語』

白の章

藤崎あゆな／著 ［フシ］ＹＡ
知られざる源義経の正妻 郷御前、頼朝
の妹 坊門姫、安徳天皇の母 建礼門院、2
人の天皇の后となった美姫 多子など、源
平の争いの中、生きた姫君たち 23 名を、
源氏側「紅の章」
、平家側「白の章」2 冊
で描いた描き下ろし小説。

『マンガでわかる世界史』
祝田秀全／監修
〔２０９マ〕ＹＡ
文明の誕生から現代まで、世
界史の流れの中でおさえてお
きたい７７の出来事を、コミ
ックを中心に解説。裏話もあ
り、歴史が楽しくなる一冊!

『覚えておきたい!家事の基本大百科』
料理、掃除、洗濯、ﾏﾅ― 漫画でよくわかる！
まめこ／著

～役にたつ〈かもしれない〉４３８の豆知識。～

ﾃﾞﾚｸ･ﾌｧｰｶﾞｽﾄﾛｰﾑ／ほか著〔764 オ〕ＹＡ

〔５９０マ〕ＹＡ

おいしいカラアゲの作り方、服につ
いちゃったシミの取り方、いつか一人
暮らしをする前に知っておきたい家
事のアレコレが全部マンガ＋写真で
わかる。楽しく、役立つ家庭科の本。

野球のストレートの投げ方から心
肺蘇生法、オリンピック選手のように
ダイブする方法まで、様々な豆知識を
図解で説明。保険体育のほか、恋やお
しゃれ、サバイバルなども学べます。
給食の時間

美術の時間
理科の時間

『図解！！やりかた大百科』

『シーラカンスの謎』

『マンガ西洋美術史』

『地球４６億年の秘密がわかる本』

～陸上生物の遺伝子を持つ魚～

『レントゲン』

地球科学研究倶楽部／編〔763 シ〕ＹＡ

安部義孝・岩田雅光／共著
〔シン〕ＹＡ

中野京子／監修 〔７２３マ〕ＹＡ
絵画の中には歴史や時代背景、文化
が詰まっている。ダ・ヴィンチやゴッ
ホなど、画家たちが生きた時代や直面
した問題、その作品や人生までをマン
ガで紹介。３巻まで刊行。

風野潮／著 〔カセ〕児童
…。

テーマ☆その他のおすすめ本
国語の時間
『日本人ですが、ただいま日本語見習い
中です!』～言葉を愛する辞典編集者の毎日～
学研辞典編集部／監修〔８１０フ〕ＹＡ
辞典編集部でアルバイトを始めた大学
生のミホは、言葉を愛する編集者たちに
きたえられて成長していく。辞典編集部
の仕事や、漢字や敬語、言葉の成り立ち
についても学べるコミックエッセイ。

『学校では教えてくれない！
国語辞典の遊び方』
サンキュータツオ／著
〔８１３サ〕ＹＡ
「恋愛」、その一言も辞書に
よって解説は違う。おすすめ
辞書をキャラクター化してイ
ラストで紹介!!あなたの辞書
はどんなキャラクター！？

書名

著者名

百人一首 マンガで楽しむ古典

吉海直人／監修

源氏物の怪語り

渡瀬草一郎／著

ワーズハウスへようこそ

篠崎晃一／監修

請求記号
古典／マンガ

ワタ YA

古典／ラノベ
国語／マンガ

舟を編む

国語／小説

国語・数学・理科・誘拐

５教科／小説

