ＹＡ新着本☆ピックアップ
『猫町』乙女の本棚
萩原朔太郎／著 しきみ／絵〔ハキ〕
錯覚を利用した幻想散歩を楽しんで
いた“私”は迷い子のすえに不思議な
市街へとたどりつく。そこで見たのは
猫･猫･猫。萩原朔太郎の名作を人気ｲﾗ
ｽﾄﾚｰﾀｰしきみのｶﾗｰｲﾗｽﾄで書籍化。名
作と人気ｲﾗｽﾄの新ｼﾘｰｽﾞ。

『とんでもスキルで異世界放浪メシ』1
豚の生姜焼き×伝説の魔獣

仙台市広瀬図書館
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江口連／著〔エク〕
勇者召喚に巻き込まれ特殊能力“ﾈｯﾄ
ｽｰﾊﾟｰ”を得たﾑｺｰﾀﾞ。意外と使えるそ
の能力で魔獣もてなずけてしまう。そ
の力にはある作用が…。買い物と料理
のｽｷﾙは異世界ﾗｲﾌでも有効です!

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。

ＹＡ☆その他の新着本
タイトル

著者名

請求記号

よろず占い処 陰陽屋狐の子守歌

天野頌子

アマ

少年Ｎのいない世界

石川宏千花

イシ

カブキブ！５

榎田ユウリ

エタ

君が香り、君が聴こえる

小田菜摘

オタ

世界からボクが消えたなら

川村元気

カワ

文句の付けようがないラブコメ ６

鈴木大輔

スス

きみのためにはだれも泣かない

梨屋アリエ

ナシ

絶対城先輩の妖怪学講座 ９

峰守ひろかず

ミネ

ソードアート・オンラインオルタナティブクローバーズ・リグレット

渡瀬草一郎

ワタ

マンガでわかる地政学

茂木誠

312 モ

難しいことはわからないので、「孫子の兵法」につい

福田晃市

399 フ

オリンピックとっておきの話１０８

大野益弘／編著

780 オ

ニャンだ！その日本語

稲田雅子

810 ネ

て世界一わかりやすく教えてください。

どっちがマチガイ？どっちが正しい？

マンガでわかる三国志

今回のテーマ

文豪・名作

を楽しむ

＋α

日本
文学編

学校で学ぶ文豪、名作の数々。それに親
しんだ現代の作家たちは名作をアレンジ
したり、取り入れたり、続編を構想した
りして新たな物語を生み出してきた。そ
んな作品や文豪について知ることが出来
る本を紹介!!＋αの作品を読んで名作の
世界や文豪をもっと楽しもう。
山月記を楽しむ＋α

袴田郁一

923 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。
☆活動時期は、今年度は 10 月～2 月、そのため 2 月から 4 月の時期に新刊が多
数入ります。3 月にはカウンター脇で展示予定です。
☆広瀬図書館発行の「選書アドバイザーのおすすめ本」にも新刊を多数掲載し
ています。次回は 4 月頃仙台市立各図書館で配布予定です。
☆選書アドバイザーは 7 月頃に市内の中高生から募集予定です。募集時期が決
まったら仙台市ＨＰのＹＡページ、また市政だよりなどでお知らせします。

『虎と月』

『山月記』海王社文庫
中島敦／著 〔ナカ〕ＹＡ
旅先で襲ってきた人食い虎は旧友、
李徴のなれの果てだった。彼はなぜ
虎 に な っ てし ま っ た のか ？ 唐 代 の
「人虎伝」を元に中島敦が生み出し
た名作を美麗ｲﾗｽﾄと人気声優の朗読
付で人気の海王社文庫で。ｼﾘｰｽﾞで太
宰や漱石、鴎外等の作品もあります。
一般＝一般書

児童＝児童書

柳広司／著 〔ヤナ〕児童
父はなぜ虎になってしまったの
か？いつか自分も虎になってし
まうのか？李徴の息子は父が虎
になった真相を探るべく旅に出
る。
「人虎伝」→「山月記」→「虎
と月」。優れた物語からはまた新
しい物語が生まれてゆく。

YA=YA 資料

明治文学界を楽しむ＋α
『ノボさん 小説正岡子規と夏目漱石』
伊集院静／著 〔イシ〕一般
俳句、書評に新聞編集と様々な文筆活
動で明治の文学界を支えたノボさんこ
と正岡子規。ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙや食を愛し、人好
きで漱石はじめ多くの文人たちと交流
をもった子規の青春を人気作家、伊集院
静が描く。明治の文豪、多数登場!
、
夏目漱石を楽しむ＋α
『こころ』
夏目漱石／著〔ナツ〕児童 日本の名作文庫
鎌倉での海水浴で出会った“先生”。秘
密を抱えたその過去を問いただした
“私”のもとにやがて送られてきた一通
の手紙。漱石の作品中でも傑作といわれ
る『こころ』。その出版秘話に触れた吉
田精一氏の解説は要ﾁｪｯｸです。

『坊っちゃんのそれから』

芳川泰久／著〔ヨシ〕一般
漱石が親友子規の故郷でもあ
った松山での教員時代を下敷
きに書いた、無鉄砲な青年の教
師生活、『坊っちゃん』に続編
が誕生!!東京に戻った坊っち
ゃんと、山嵐のその後は？

平家物語を楽しむ＋α

銀河鉄道の夜を楽しむ＋α

『壇ノ浦に消えた剣』

『幕が上がる』

歴史探偵アン＆リック
小森香折／著〔コモ〕児童
歴史ﾏﾆｱの陸とﾌｧｯｼｮﾝ大好き杏珠。水
軍松浦党の平家にまつわる財宝を探
しに 2 人は唐津を訪れた。そこにはあ
る伝説が…。歴史謎解き冒険小説。

平田オリザ／著〔ヒラ〕一般
青春を演劇にかける演劇部の生徒た
ち。台本をまかされた部長のさおりが
選んだのは『銀河鉄道の夜』。悩み、
物語について考えながら、部員たちと
自分たちなりの劇を作り上げていく。

竹取物語を楽しむ＋α

日本霊異記を楽しむ＋α

『かがやく月の宮』

『少女霊異記』

宇月原晴明／著〔ウツ〕一般
『竹取物語』の裏には翁の陰謀が!?
父から託された書物、それは驚くべ
き『竹取物語』の異聞だった。平安期
の誇るあの女流作家も秘かに登場す
る禁断のかぐや姫。

高樹のぶ子／著〔タカ〕一般
日本最古の説話集『日本霊異記』
。薬
師寺で働き、怪異あふれるその物語と
愛する明日香は地名ｱﾄﾞﾊﾞｲｽでちょっ
とした有名人。そんな彼女のもとに
次々と不思議な事件が持ち込まれる。

源氏物語を楽しむ＋α

遠野物語を楽しむ＋α

『姫君たちの京都案内』
～『源氏物語』と恋の舞台～
蔵田敏明／著 薄雲鈴代／著〔291 ｸ〕
一般
『源氏物語』の８人の姫君方と源氏の
君が、それぞれの思いを打ち明けなが
ら、現代の京都の町をご案内。千年を
超えてなお息づく『源氏物語』の世界。

『遠野物語ｒｅｍｉｘ』

『話虫干』
小路幸也／著〔シヨ〕一般。
『こころ』に、物語の筋を変
えてしまう“話虫”が入り込ん
だ。
“話虫干”を受け継ぐ司書た
ちは奮闘するが、文豪たちにｷｬ
ﾗｸﾀｰまで入り込み物語は混乱し
てゆく。
“話虫”の正体とは？そ
して物語の結末は…。

太宰治を楽しむ＋α
『新釈走れメロス』

『太宰治の辞書』

森見登美彦／著〔モリ〕一般
『柳屋商店開店中』
柳広司／著〔ヤナ〕一般
友情の尊さを描いた太宰治の小説を現
代の名手たちがｱﾚﾝｼﾞ。文豪を含め三者
三様の人物像を読み比べてみて。

北村薫／著〔キタ〕一般
芥川の『舞踏会』、太宰の『女
生徒』にはもとになった文章が
あった。それを知った女性編集
者は、謎を追い物語を読み解い
ていく。文豪の物語世界がより
楽しめる小説。

『遠野物語拾遺ｒｅｔｏｌｄ』
京極夏彦／著 柳田國男／著〔キヨ〕
一般
怪談ものの現代の名手が現代的に新
釈した『remix』と『遠野物語』出版
後に柳田に届いた手紙をもとにした
『retold』、2 つの新『遠野物語』。

テーマ☆その他のおすすめ本
文豪のﾄﾘﾋﾞｱを楽しむ＋α

タイトル

『
「文豪」がよくわかる本』

『著名人名づけ事典』

福田和也／監修 〔910 フ〕一般
日本を中心に文豪たちのﾌﾟﾛﾌｨｰﾙやｴﾋﾟ
ｿｰﾄﾞ、代表作のあらすじや人物関係図、
恋愛観まで幅広く紹介。この 1 冊で学校
く
で学ぶ文豪たちが楽しくよくわかる!各
時代の文豪相関図付きで文豪同士の人
間関係もよくわかります。

矢島裕紀彦／著〔288.1 ヤ〕
一般
親が願いや思いを託す我が子
の名前。文豪たちも名づけには
悩んでいた。彼らはどんな思い
でどんな名前をつけたのか。文
豪たちの背景も見える 1 冊。

著者名

請求記号

南総里見八犬伝

時海結以／文

トキ/児童

曲亭馬琴

ことだま百選

東京都杉並区立天沼中学校

816 コ/YA

古今東西の名文・名句

出口汪の「日本の名作」が面白いほどわかる

出口汪

910 テ/ＹＡ

漱石・太宰・川端など

文豪の家

高橋敏夫

910 フン/一般

乱歩邸・鴎外の生家等

911/914/YA

万葉集/百人一周/枕草子

マンガで楽しむ古典シリーズ

文豪・名作

