ＹＡ新着本☆ピックアップ
『レッドスワンの絶命』

『最後の楽園の生きものたち』

～The REDSWAN

NHK「ホットスポット」制作班／編〔482

Saga～

綾崎隼／著 〔アヤ〕
エースの負傷。部員の不祥事。赤
羽高校サッカー部“レッドスワン”
の危機に、女性新監督による革命が
始まった。ワカマツカオリのイラス
トも注目のサッカー小説。全 3 巻。

仙台市広瀬図書館

サ〕
地球には「ホットスポット」と呼
ばれる場所がある。そこは絶滅の恐
れがある生きものたちが住まう“最
後の楽園”
。そんな生きものたちの進
化の歩みや行動を追った NHK 制作の
番組の書籍化。写真も多数！

ＹＡとは

ＹＡ☆その他の新着本
タイトル

著者名

請求記号

哲学用語図鑑

田中正人

130 タ

スター・ウォーズ禅の教え エピソード 4・5・6

枡野俊明

188 マ

天下をめざせ！戦国合戦パノラマ大図鑑

小和田哲男

210 オ

日本の給料＆職業図鑑

給料 BANK

366 キ

13 歳からの頭がよくなるコツ大全

小野田博一

375 オ

受験計画の立て方

和田秀樹

376 ワ

身長を伸ばす 7 つの法則

黒川伊保子

490 ク

きもの番長

松田恵美

593 マ

旬の食材カレンダー 体がよろこぶ！

まめこ

596 マ

リセエンヌ・ハッピールーム

斉藤智子

597 サ

ラブコメ

原田マハ

616 ハ

これを大和言葉で言えますか？

知的生活研究所

810 チ

ＧＥφグッドイーター 1，2

新木伸

アラ

終末なにしてますか？忙しいですか？救ってもらっ

枯野瑛

カレ

ていいですか？ 01～05
森の魔獣に花束を

小木君人

コキ

萬葉集 マンガで楽しむ古典

井上さやか

911 マ

☆広瀬図書館ＹＡ棚に置く本は市内の中高生からなる選書アドバイザーと選書
しています。
☆広瀬図書館発行の「選書アドバイザーのおすすめ本」
（仙台市各図書館で配布）
にも新刊を多数掲載しています。
☆選書アドバイザーは 8 月頃に市内の中高生から募集します。

№7（2016・5 発行）

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。

世界
& 新着特集号
「世界」
。その言葉の意味は様々。地球上
や想像上の場所、社会、なにかの領域。
人や事物と結びつき、更に広がり深まる
。そんな「世界」に関する本を新
「世界」
着多数でお届けします。
世界を知る
『３６５日世界一周絶景の旅』
TABIPPO／編〔290 サ〕ＹＡ
1 年 =365 日 を 一 冊 の 本 で 旅 し よ
う!!1 日 1 カ所、世界の 365 カ所の絶
景を一冊に集約。その絶景に関する
知識や、旅人の声、さらに日本から
の予算や日数も掲載！あなたの誕生
日や記念日。あなたの絶景は世界の
どこに？
一般＝一般書

児童＝児童書

『誰もがその先を聞きたくなる
地理の話大全』
おもしろ地理学会／編〔290 タ〕
ＹＡ
世界と日本の地理にまつわるト
リビアを多数紹介。歴史や地理、
宗教との関わりも見えてくる、見
知らぬ土地についても身近に感
じられる、楽しい地理雑学。

YA=YA 資料

＝YA 新着図書

世界に誇る

世界遺産

『歴史に輝くなでしこ大図鑑』

『刀剣物語』

ｳｪｯｼﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ／編〔281 レ〕ＹＡ
西郷隆盛の妻や『サザエさん』の著者長
谷川町子など。有名無名を問わず日本が
世界に誇れる日本女性＝なでしこ達の人
生と秘話などを美しいイラストとともに
紹介。シリーズ『歴史に輝くお姫様大図
鑑』もあります。

美しく妖艶な伝説と秘譚

ようえん

ひたん

〔756 ト〕ＹＡ
古代史の謎が潜む名剣、鬼切
の逸話を持つ名刀など。神話
や人物と結びつき、歴史の中
に様々な物語を残してきた日
本の名剣・名刀。美術品とし
ても価値を持つ刀剣。その
数々をカラーも交えて紹介。

世界を変える
『ぼくは科学の力で世界を変えることに
決めた』
ｼﾞｬｯｸ･ｱﾝﾄﾞﾚｲｶ／著〔402 ア〕ＹＡ
大好きな“テッドおじさん”を奪ったす
い臓ガン。治療が難しいそのガンの早期
発見方法を見つけると“ぼく”は決めた。
15 歳で画期的なガンの検査法を開発し
た少年のリアル・ストーリー!!

『起業家という生き方』
小堂敏郎／著 谷隆一／著
〔289 キ〕ＹＡ
アップルのスティーブ・ジョ
ブズやカップラーメンを開発
した安藤百福など。世界を変
えた 8 人の名企業家たちのエ
ピソードを紹介した偉人伝！

ｉｆの世界
野球のボールを光速で投げたらどうなるか

ﾗﾝﾄﾞｰﾙ･ﾏﾝﾛｰ／著〔404 マ〕ＹＡ
アメリカで大人気のウェブサイト〈ホワ
ット・イフ？〉によせられた、とんでも
なく空想的な質問に科学的思考と想像力
を駆使して答えた、科学のマンガ解説。
その質問とこの答え、あなたはどう考え、
どう答えますか？

『空想法律読本』
盛田栄一／著〔320 モ〕ＹＡ
アニメや漫画の世界で起こ
った事件を実際に法廷で裁い
たら判決は!?大人気“空想科
学”の本から法律読本 2 冊が
YA の棚に仲間入り。
『空想科学
理科読本』も入りました！

ド

みりょう

ごくい

『ＴＥＤ世界を魅了するプレゼンの極意』

ｱｶｯｼｭ･ｶﾘｱ／著〔809 カ〕ＹＡ
世界の著名人がプレゼンを披露するイ
ベント「ＴＥＤトーク」
。その 200 以上の
プレゼンを分析した著者によるスピーチ
く
術。これからの世界で必要なプレゼン力
をこの一冊で身につけよう!

『英語で話せる日本図鑑』
永岡書店編集部／編著
〔833 エ〕ＹＡ
伝統からサブカルチャー、日
本人のライフスタイルまで。
日本の文化を表現するために
必要な単語やフレーズ、180
テーマ・3800 語を、豊富なイ
ラストや写真とともに紹介!

『ミステリアス世界遺産』
〔709 ミ〕ＹＡ
時に歴史は小説以上に不思議
に満ちている。数ある世界遺産
の中から、どことなく謎めく物
語をもつものを文章ともに紹
介した、美しい写真集。世界の
歴史と謎がそこにある。
異世界

『まんがで学ぶ 世界の宗教』

『ここは異世界コンビニ デモンイレブン』

さとうもえ／著 〔160 マ〕ＹＡ
ちとせが働く旅館を訪れる世界各
国、さまざまな宗教の人々。おもてな
しのため、ちとせは宗教について学ん
でいく。世界の宗教について、マンガ
で楽しく学びながら考えることが出
来る本。

大楽絢太／著〔タイ〕ＹＡ
コンビニ“デモンイレブン”の一店
舗が何故か異世界に転移!?勇者や魔
王様、冥王様などを相手に高校生バイ
トと店長代理はおでんやお弁当を手
に奮闘する。異世界ライトノベル。同
ジャンル『異世界食堂』も入りました。

海の世界

地方

『深海カフェ海底二万 哩 』
蒼月海里／著 〔アオ〕ＹＡ
池袋サンシャイン水族館で倫太郎が
迷い込んだ奇妙なカフェ“二万哩”。
そこの店主深海は 7 年間失踪中の“大
空兄ちゃん”にそっくりだった。何か
を失った者だけが辿りつける、“心の
海”へと誘う不思議なカフェの物語。
テーマ☆その他のおすすめ本
タイトル

世界と話す
ッ

世界と宗教

マイル

『ホワット・イフ？』

テ

『ＲＤＧ レッドデータガール』
荻原規子／著 〔オキ〕児童
世界遺産の山に住み、携帯やパソコンは
触るだけで壊してしまう。人類存亡の鍵
を握る少女、泉水子の切実な願いは「普
通になりたい」
。日常の中で起こる非日常
な経験を通して少しずつ広がっていく泉
水子の世界。内気な少女のはじめて物語。

『地方は活性化するか否か』
～マンガでわかる『地方』のこれから～

こばやしたけし／著 ［318 コ］ＹＡ
ほっといたら消滅!?他人事じゃない
“地方”の問題。世の中を変えるため
の第一歩は「知る」こと。カタい問題
を女子高生目線のマンガで分りやす
く解説!!

著者名

死ぬまでに行きたい世界の図書館

請求記号

内容

010 ｼ/ＹＡ

“美”図書館ガイド

絶対に見られない世界の秘宝９９

ﾀﾞﾆｴﾙ･ｽﾐｽ

204 ｽ/一般

財宝の秘話

国マニア

吉田一郎

290 ﾖ/一般

珍国案内

早尾貴紀

311 ﾊ/ＹＡ

国のあり方

537 ｶ/ＹＡ

世界の名車

世界の珍国、奇妙な地域へ！

国ってなんだろう？
カーエンブレム

