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仙台市広瀬図書館

ＹＡ新着本☆ピックアップ
『マンガでわかる日本の近現代史』

『お坊さんとお茶を』１～３

河合敦／監修 〔210 マ〕

真堂樹／著〔シン〕

登場人物も多く、複雑な日本の近現
代史をマンガ＋写真＋図でわかりや
すく整理。裏話やキーパーソン等で
楽しく学べる。現代日本についても
キーワード別に紹介!

行き倒れから、イケメン僧侶とホスト
風の二人が営む貧乏寺、弧月寺の僧侶
見習い兼居候になった三久。近所で起
きた事件に巻き込まれ…。オレンジ文
庫の人気シリーズ 3 冊が YA 棚に登場！

ＹＡ☆その他の新着本
タイトル

著者名

ＹＡとは
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。

請求記号

ばけもの好む中将 5

瀬川貴次

セカ

翼の帰る処 5（下）

妹尾ゆふ子

セノ

折原臨也（おりはらいざや）と、喝采（かっさい）を

成田良悟

ナリ

覚えておきたい人と思想 100 人

本間康司

100 ホ

日本の戦争解剖図鑑

拳骨拓史

210 ケ

お父さんが教える 13 歳からの金融入門

ﾃﾞｳﾞｨｯﾄ･ﾋﾞｱﾝｷ

330 ヒ

ふつうじゃない生きものの飼いかた

松橋利光

480 マ

着飾るだけがファッションじゃない。その

親子で学ぶ音楽図鑑 基礎からわかるビジュアルガイド

ｷｬﾛﾙ･ｳﾞｫｰﾀﾞﾏﾝ

760

時々や場所にふさわしい着こなしを知り、

小学校で習った四字熟語を英語で言えますか？

守誠

830

“自分らしさ”や自分なりの“スタイル”を

世界の思想家ガイドブック

その道のプロに聞く

スター・ウォーズ英和辞典 ジェダイ・マスター編
ライトノベルのための日本文学で学ぶ創作術

ファッション
＆ スタイル
身につけて、自分の自信につなげよう。

833 ス
榎本秋

901 エ

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

著者名

請求記号

１

小説 君の名は。

新海誠

シン

２

魔法科高校の劣等生 20

佐島勤

サト

３

幻影の手術室 天久鷹央の事件カルテ 2

知念実希人

チネ

４

神様の御用人 6

浅葉なつ

アサ

５

ソードアート・オンライン 18

川原礫

カワ

★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!!

スタイルづくり（身体）
『美しい身体を作る教科書』
～食事・運動・睡眠でキレイになる 10 代女
子が知っておきたいカラダのこと。～

『身長を伸ばす７つの法則』
～めざせ、180 ｾﾝﾁ!中高生男子の
食べ方、暮らし方～

山坂元一／監修〔595〕ＹＡ

黒川伊保子／著
〔493 ｸ〕ＹＡ

10 代女子の“今の身体”に必要な食
事法、睡眠、エクササイズやレシピを
紹介!有名トレーナー監修でモデルに
よる写真紹介も多数の女子の必読書。
これを読んでキレイになろう！

身長を伸ばしたい中高生男子必
見。身長が伸びるメカニズムや、
生活習慣の改善点を紹介。正しい
知識を身につけ、脳も身体も成長
しよう。
“めざせ、180 センチ!!”

一般＝一般書

児童＝児童書

YA=YA 資料

佐藤智春／著

一般

スタイルづくり(インテリア)

『マンガでわかるはじめての片付け』
岡田敏子／監修〔597 オ〕ＹＡ
汚部屋が理由で失恋したなお。汚部屋脱
出のためセンスのいい義姉に手伝いを頼
む。義姉のスパルタ教育で美しい部屋と
彼氏を手にできるか？上手な着回しやス
タイル作りなども楽しく学べる。

プロフェッショナル

『リセエンヌ・ハッピールー
ム』
斉藤智子／著〔597 サ〕ＹＡ
パリの女子高生、リセエンヌ
たちのかわいいインテリアを
紹介。彼女たちの素敵なスタ
イルを見て、自分らしいイン
テリア、スタイルを作ろう！

足もとスタイル

『いちばん詳しい靴ひも結び方
ＢＯＯＫ』
ｼｭｰﾚｰｼﾝｸﾞ取材班／編〔383 イ〕一般
おしゃれは足元から。まずは毎日はくク
ツからおしゃれに挑戦してみては？スニ
ーカーにドレスシューズﾞ。おしゃれなも
のから足元の悩みに合わせたものまで、
様々なひもの結び方をイラスト図解!

高村是州／著〔589〕ＹＡ
高校生男子のファッションを、学生服に
お出かけファッション、基本的な“失敗
しないファッション”から上級者向けの
“スタイル・リミックス”まで幅広く紹
介!ファッションの基本を知り自分らし
いスタイルを身につけよう。

ポ

ー

ョン』街で見つけた“ちょい足し”コーデ
ａｓｈｉｍａｉ／著〔589 ア〕ＹＡ
街で見かけたおしゃれ人をイラストで
紹介する人気シリーズ。この本では様々
く
なアイテムごとに、素敵な着こなしを紹
介。道行くおしゃれ人の着こなしから自
分なりのコーディネートを探そう。

若手編集者の新見の移動先は中学生
向け女性誌。理解できない世界に戸惑
い失敗を繰り返すが、編集部や読者、
そして少女モデルたちのそこにかけ
る思いを知って新見も変わっていく。
キラキラした雑誌、その裏側の世界。

ツ

『ＳＰＯＲＴＳ シューズのひ
みつ』新星出版社編集部／編
〔589 ス〕一般
スポーツシューズの歴史、構
造、作られる過程やデザイン
等を写真満載で紹介。身近な
シューズを知って、もっと素
敵にはきこなそう！

『大研究！化粧品のちから』
香山梨緒／漫画 〔595〕児童

『子どものうちに知って

おきたい!おしゃれ障害』
岡村理栄子／著 〔490〕ＹＡ

化粧品の役割や皮膚のしくみ、皮膚
との関係。化粧品が出来上がるまで
の研究所や工場のながれまでをマン
ガﾞで紹介。化粧品についてきちんと
知って、年齢や自分に合った正しい
ケアを身につけよう。

おしゃれは楽しいけれどその中
には危険もある。皮フ科医による
この本で正しい知識を身につけ
て、もっとおしゃれを楽しもう。

マナーと作法

『メンズフロアの王様』
菱田愛日／著 〔ヒシ〕ＹＡ
メンズアパレルの店員にな
ってしまった小梅。俺様な店
長とイケメンの同僚達にファ
ッションを叩き込まれ、成長
していく。アパレル店員の著
者によるファッション小説。

コーディネート
『おしゃれ「着こなし」ベストコレクシ

田中渉／著 〔タナ〕一般
あこがれのトップモデル、唯と
暮らすことになった新人モデル
の亜希。唯と友情を育みながら、
ライバルへと成長していく。恋、
友情、仕事、家族。迷いながらも
自分の道を見つけ、輝こうとする
モデルたちの物語。

ケア
ス

メンズファッション
『ファッション・ライフの楽しみ方』

『ランウェイの恋人』

『プリティが多すぎる』
大崎梢／著〔オオ〕一般

『きもの番長 』

戦国
『戦国ファッション絵巻』

『スマートに生き抜くための
大人のマナーと作法大全 』
成美堂出版編集部／編〔031 ス〕一般

山田順子／監修［383 ヤ］一般

ファッションもスタイルも、ふさわ
しい場所とマナーをしってこそ。人生
に必要な、「マナーと作法」をイラス
トで総図解。服装、メイクに部屋作り、
料理や仕事まで。これ一冊で学べる。
テーマ☆その他のおすすめ本
タイトル

戦国時代のリアルなファッション
を、武将たちの甲冑姿から平服、一般
庶民スタイルにいたるまで、美麗イラ
ストで紹介！当時のモード、時代背景
も見えてくる戦国ストリート・スナッ
プﾟ。政宗公も登場!!

著者名

請求記号

内容

松田恵美／著〔593 マ〕ＹＡ

向かい風に髪なびかせて

河合二湖

カワ／ＹＡ

“可愛さ”の努力

着物をイマドキっぽく、着こ
なそう。帽子やアクセサリー
等の洋小物や、季節のアイテ
ムで変わる着こなしを楽しん
でみて。素敵なイラストで見
るだけでも楽しい着物の本。

世界のかわいい民族衣装

上羽陽子

383 セ／ＹＡ

民族衣装

学生服のひみつ

山口育孝

593／児童

学生服

フェルトつけるだけ

田中ハンナ

593 タ／一般

リメイク

5 分小顔になれる簡単ヘアアレンジ

杉浦成規

595 ス／一般

髪型

