ＹＡ新着本☆ピックアップ
『山月記』海王社文庫
中島敦／著 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。彼はなぜ虎になってしまったのか？
人気声優の朗読付き、海王社文庫の『山月記』
、
『人間失格』
（太宰治/著 小野
大輔/朗読）
、
『坊ちゃん』
（夏目漱石/ 著 木村良平/朗読）が広瀬ＹＡ書架に登場！

№５（2015.05 発行）

仙台市広瀬図書館

ＹＡ☆その他の新着本
タイトル

著者名

ＹＡとは

請求記号

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。

１０代のうちに知っておきたい折れない心の作り方

水島広子

146 ミ

まりこふんの古墳ブック

まりこふん

210.3 マ

女子高生ちえの社長日記

甲斐莊正晃

336 カ

「すべらないバリアフリー」のススメ！！

NHK バリバラ制作班

369 ス

中学生の成績が上がる！教科別ノートの取り方最強のポイント５５

小澤淳

375 チ

世界一美しい自然現象図鑑

渡部潤一

450 セ

おしゃれ「着こなし」ベストコレクション

ashimai

589 ア

１２歳からのスマホのマナー入門

藤川大祐

694 フ

カモのものづくりＢＯＯＫ

カモ

754 カ

「勉強」はたいへん?!

蒼い炎

羽生結弦

784 ハ

でも、勉強が楽しくなっちゃうような

乙女の古典

清川妙

910 キ

コミックや小説、イラストの本もたく

砂漠のボーイズライフ

入間人間

イル

さん、あります。今回はそんな本をＹＡ

文句の付けようがないラブコメ

鈴木大輔

スス

コーナーの新着多数とともに紹介します。

１

著者名
東田直樹

２

自閉症の僕が跳びはねる理由
仙台ルール

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

最後の晩ごはん

椹野道流

都会生活研究プロジェクト〈仙台チーム〉

楽 学
しく

請求記号

369 ヒ
291 ト
コノ
596 フ
フシ

★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!!

習

& 新着特集号

英語の時間

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

今回のテーマ

『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
英会話。単語やフレーズがと
っさに思い出せない。そんなと
きでも言い換えれば大丈夫。英
語を話すためのコツをマンガ
で楽しく伝授。留学や外国の友
だちとの会話にきっと役立つ、
話すための英語の本。
YA=YA 資料

古文の時間

数学の時間

『親子で学ぶ数学図鑑』

『浜村渚の計算ノート』

『はなとゆめ』

『マンガでわかる源氏物語』

冲方丁／著 〔ウフ〕一般
宮中に仕えた一人の女房が
見た、貴人たちの姿。栄光や誇
り、その美しさを彼女は書きと
め、そうして平安ベストセラー
エッセイ『枕草子』は生まれた。
冲方丁が描く清少納言。

～基礎からわかるビジュアルガイド～

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
脳の可能性があると知り、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。

ｷｬﾛﾙ･ｳﾞｫｰﾀﾞﾏﾝ／著〔410〕ＹＡ

基本の数から幾何や代数ま
で、見やすいカラー図説でビ
ジュアル解説。数学が苦手な
人にこそ見て欲しい数学ガイ
ド。シリーズ『親子で学ぶ科
学図鑑』も入りました。

砂崎良／著 〔913 サ〕ＹＡ
平安時代のベストセラー小説、
『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。

保健体育の時間

家庭科の時間
社会の時間
『源平の姫君たち』紅の章

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（まさる
こ）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 冊で描いた書き下ろし小説。

『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!

理科の時間

『シーラカンスの謎』

『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～

地球科学研究倶楽部／編〔450 チ〕ＹＡ

地球 46 億年の秘密を、
宇宙の誕生から
天気や気象、地球の歴史に生物の進化に
いたるまで。簡潔な紹介を、オールカラ
ーの写真やイラストとともにギュッと一
冊に詰め込んだ本。最新の理論や地球の
抱える問題までがこの一冊でわかる。
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。

安部義孝・岩田雅光／共著
〔487 シ〕ＹＡ
進化の流れの中で、ほとんど
その姿を変えることなく生き
延びてきた古代魚、シーラカン
ス。その謎の生態を写真とカラ
ーイラスト満載で紹介。

『覚えておきたい!家事の基本大百科』

『図解!!やりかた大百科』

料理、掃除、洗濯、ﾏﾅｰ 漫画でよくわかる！

～役にたつ〈かもしれない〉４３８の豆知識。～

まめこ／著 〔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。
勉強あるある の時間

美術の時間
『マンガ西洋美術史』
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。

『中高生の勉強“まだまだ”
あるある、解決します。』
池末翔太・野中祥平／著〔370 イ〕ＹＡ

勉強、学校や塾、ＳＮＳから恋の悩
みまで、40 個の中高生のお悩みを５つ
の解決ネタでサポート!中高生の悩み
をちょっとスッキリさせてくれる本。

テーマ☆その他のおすすめ本
書名

『舟を編む』
三浦しをん／著〔ミウ〕一般
言語センスをかわれ辞書編
集部に引き抜かれた馬締と、
編集部の面々は新辞書編纂と
い う 大仕 事に 打ち 込んで い
く。一冊の辞書が出来るまで
の長い航海の中、それぞれの
恋や人生も動いていく。

ﾃﾞﾚｸ･ﾌｧｰｶﾞｽﾄﾛｰﾑ／ほか著〔049 フ〕ＹＡ

著者名

請求記号

教科

国語、数学、理科、誘拐

青柳碧人

アオ/一般

５教科/小説

給食のおにいさん

遠藤彩見

エン/ＹＡ

給食/小説

源氏 物の怪語り

渡瀬草一郎

ワタ/ＹＡ

古文/ライトノベル

ワーズハウスへようこそ

篠崎晃一

810 シ/ＹＡ

国語/マンガ

パッと見てわかる！英単語イラストブック

石原真弓

834 ハ/ＹＡ

英語/イラスト

百人一首 マンガで楽しむ古典

吉海直人

911 ヒ/ＹＡ

古文/マンガ

