仙台市広瀬図書館

ＹＡ新着本☆ピックアップ
『バケモノの子』

『アラルエン戦記』１～７

細田守／著 〔ホソ〕
渋谷からバケモノの町、“渋天街”に
迷い込んだ孤独な少年。
“九太”と名付
けられた彼は、バケモノ熊徹の弟子と
なり“渋天街”で成長する。人間とバ
ケモノ、二つの世界での冒険が始まる。

ジョン・フラナガン／作〔933 フ〕

孤児のウィルに訪れた“選択の日”。
彼を指名する巨匠はいなかった。ただ
一人、謎めいたレンジャー以外は。
アラルエン王国を舞台にウィルの
成長を描いた人気ファンタジー。

№６（2015.11 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。

ＹＡ☆その他の新着本
タイトル

著者名

請求記号

「悩み部」の結成と、その結末。

麻希一樹

アサ

烏(からす)は主(あるじ)を選ばない 八咫烏シリーズ２

阿部智里

アヘ

ＧＪ部（グッジョブ）ういーくりー

新木伸

アラ

給食のおにいさん 4 受験

遠藤彩見

エン

蟹（かに）工船 海王社文庫

小林多喜二

コハ

コンビニたそがれ堂 神無月のころ

村山早紀

ムラ

マンガでわかる古事記

志水義夫

913 シ

宮城のことを書いた本、宮城出身者が

マンガで楽しむ古典 枕草子

赤間恵都子

914 セ

書いた本、宮城に触れている本、そんな

闇の炎 龍のすむ家 5

ｸﾘｽ･ﾀﾞﾚｰｼｰ

933 タ

宮城にまつわる本を集めてみました。

833 ス

本で宮城を読んでみよう。

スター・ウォーズ英和辞典 ジェダイ・ナイト編

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
細田守

369 ヒ

２

自閉症の僕が跳びはねる理由
バケモノの子

３

魔法科高校の劣等生 16、17

佐島勤

ホソ
サト

４

神様の御用人 シリーズ 1～4

浅葉なつ

アサ

５

最後の晩ごはん シリーズ 1～4

椹野道流

フシ

６

ソードアート・オンライン 16

川原礫

カワ

１

★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!!

今回のテーマ

宮城を読む！

宮城の自然
『雪まんま』
〔アヘ〕一般
“お米って特別”
ゆきは農業試験場の先生との出会い
を機に、おいしくて寒さに強い新品種
の栽培を目指し、周囲をまきこみなが
ら奔走（ほんそう）していく。多くの
困難を乗り越え、お米は消費者に届く
のか？宮城が舞台の農業エンタメ!!
あべ美佳／著

一般＝一般書

児童＝児童書

『鉄は魔法つかい ～命と
地球をはぐくむ「鉄」物語～』
畠山重篤／著 〔452〕児童
「森には魔法使いがいる。」
そう聞いた著者が 30 年後に
出会った魔法使いの正体と
は？気仙沼のカキ養殖業の
漁師が語る生き物と鉄のは
なし。
YA=YA 資料

宮城でスポーツ
『東北楽天ゴールデンイーグルスある
あ る ＋ （ プ ラ ス ）』 原 田 た か し ／ 著
〔783.7 ハ〕一般
“神の子”マー君から野村監督、親会社
楽天のセールにドラフトに至るまで、さ
まざまな楽天ゴールデンイーグルスのあ
るあるが凝縮!!『東北楽天ゴールデンイ
ーグルスあるある』もあります。
宮城を食べる
『県民ごはん、作ってみました!２』
もぐら／著〔596 モ〕ＹＡ
むずかしい料理は作れないマンガ家も
ぐらが、ご当地グルメを作ってみる人気
のコミックエッセイ第 2 弾に宮城のあの
スイーツが登場!!クレームがきたほど東
北人がうるさいというそのスイーツと
は!?レシピ付き。
宮城の戦国
ゆ う ぎ

『伊達政宗と片倉小十郎 友誼の主従』
戦国歴史研究会／著 ［289 タ］ＹＡ
戦国大名伊達氏の誕生から、一族の内
紛、政宗と小十郎の出会い、仙台藩の産
業、伊達家の名家臣などを全 5 章、文章
に加えて写真やイラスト多数、さらにマ
ンガもまじえて紹介!!この一冊で宮城の
戦国がよくわかる。

『蒼い炎』
羽生結弦／著〔784 ハ〕ＹＡ
仙台出身のオリンピック金
メダリスト、スケーターの羽
生結弦が東北高校在学時、17
歳のときに出版された本。イ
ンタビュー再構成による羽生
自身の言葉に写真も満載!!

玉蟲左太夫／著 〔S290 タ〕一般
1860 年、幕府の使節団の従者として海
外へ旅した一人の仙台藩士がいた。カメ
ハメハ王に会い、ホワイトハウスに行き、
遥かアフリカの喜望峰を通過。後に『航
米日録』として時の仙台藩主に献上され
たその紀行録を左太夫の子孫が現代語
訳。サムライが見た当時の海外!!

『仙台ルール』

『仙台ぐらし!』

都会生活研究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ〈仙台

伊坂幸太郎／著 〔914 イサ〕一般
タクシーにずうずうしい猫に映画化な
どなど。仙台在住の人気作家、伊坂幸太
郎氏が自身の日々の暮らしの中で体験し
たさまざまな「多すぎる」ネタをまとめ
た仙台発のエッセイ集。

『まんぷく仙台』

宮城を観光

アベナオミ／著〔S596 ア〕
一般
仙台のご当地グルメ、ラーメ
ンに笹かま、スイーツ、おはぎ
にあぶらあげ、仙台のおいしい
味を楽しく味わえるコミック
エッセイ。あなたの知っている
お店も登場しているかも!?

『いきなり宮城 宮城県人の知らない宮
城県』
丹野諒祐／著〔S291 タ〕一般
宮城県人が意外と知らない、行ったこ
とない宮城の観光を、宮城県出身のマン
ガ家が実際に訪問してみたコミックエッ
セイガイド!!青葉城から観音、明治村な
ど、宮城のおもしろいところ多数紹介。

『戦国姫 風の巻』
藤崎あゆな／著〔フシ〕児童
「奥羽の鬼姫」と呼ばれ、
伊達と最上の戦を止めた伊達
政宗の母 義姫、政宗が礼節を
つくしたという正妻の愛姫、
通説に基づき戦国を生きた姫
君たちを描いたシリーズ、風
の巻９人の姫君の中に宮城ゆ
かりの２人の姫も登場!!

ﾁｰﾑ〉／編 〔291 ト〕ＹＡ
エレベーターに仙山線に初
売りにジャス、仙台暮らしに
は必要不可欠？な“仙台ルー
ル”を一冊に取りまとめ。マ
ンガやイラスト多数で紹介!

『戦国武将巡礼の旅』
歴史魂編集部／編〔291 セ〕
ＹＡ
伊達政宗をはじめとする 11
人の戦国武将たちの、イラス
トや写真満載の史跡ガイド。
お土産物に、武将の関連本ま
で紹介!!次年度大河の主役、
真田幸村も載ってます。

宮城の学生
『おれたちの約束』
佐川光晴／著 〔サカ〕一般
父の逮捕で一家離散した高見陽介は、
札幌を経て仙台の高校に入学、寮生活を
始めた。新しい友、父の釈放、学園祭、
様々な事態に会いながら陽介は成長して
いく。
「おれのおばさん」から始まるシリ
ーズ第 3 弾。これ一冊でも楽しめます。

『エルと過ごした９か月』
鹿目けい子／文
〔916 カ〕児童
クラーク記念国際高校仙台
キャンパスに一頭の盲導犬の
たまごがやってきた。学校で
のパピーウォーカーという前
代未聞の試みに取り組んだ、
教師と生徒と犬との 9 カ月。

テーマ☆その他のおすすめ本

仙台藩から世界へ！
『仙台藩士幕末世界一周』

仙台で暮らす

『 支 倉 の 道 El camino de
Hasekura』
関口照生／著〔S748 セ〕一般
1613 年、伊達政宗の命を受
けスペイン、そしてローマへ
と旅した支倉常長。その道筋
をたどり、現在の風景を切り
取った写真集。サムライの子
孫？の姿もそこにはあった。

書名
The

Book

完全図説戦国姫君列伝

著者名

請求記号

宮城の…

荒木飛呂彦／原作

アラ/一般

Ｍ県 S 市隣接 杜王町

榎本秋／著

281 エ/YA

伊達家の婚姻政策

S291 ム/一般

むすび丸/観光ガイド

むすび丸日和
戦国ファッション絵巻

山田順子／監修

383 ヤ/一般

政宗/当世具足

ようこそ星めぐり せんだい天文台だより

髙橋博子／著

440 タ/一般

仙台市天文台

