ＹＡ新着本☆ピックアップ
『女子高生探偵シャーロット・ホーム
ズの冒険』上・下
ﾌﾞﾘﾀﾆｰｶｳﾞｧｯﾗｰﾛ／著 〔933 カ〕

あのホームズとワトソンの 5 代目の
子孫が高校で出会った。だが、2 人の
関係 が定まる 前に殺人事件 が発生
し、2 人は容疑者に！果たして 2 人は
容疑を晴らし、相棒になれるのか？

『地球と人類 46 億年の謎を楽しむ本』

仙台市広瀬図書館

№10（2017・5 発行）

〔日本博学倶楽部／著〔450 ニ〕

地球誕生から始まる、地球と人類の
歴史と謎を豊富な図とカラーイラス
トで紹介。人類の長い旅路や地球そ
のものの変化など、地球 46 億年史の
壮大なドラマを楽しもう。生命進化
の神秘と不思議が詰まった本。

ＹＡとは

ＹＡ☆その他の新着本
タイトル

著者名

請求記号

マンガでわかるビブリオバトルに挑戦！

谷口忠大

019 マ

リストマニア

The Listomaniacs

049 リ

マンガでわかる日本国憲法

木山泰嗣／監修

323 キ

図解東大生が書いた世界一やさしい株の教科書

東京大学株式投資ク

338 ト

インフォグラフィックスで見る驚きの事実

今回のテーマ

本で自分磨き

ラブ Agents
ゼロから１カ月で受かる大学入試面接のルールブック

神崎史彦

376 カ

中学生高校入試のパーフェクト準備と勉強法

高濱正伸・大塚剛史

376 タ

ひとめでわかる１００ｋｃａｌダイエット

後藤恭子

498 コ

ロボットの歴史を作ったロボット１００

ｱﾅ･ﾏﾄﾛﾆｯｸ

548 マ

かわいい手帳の描き方レッスン！

*LuLu Cube*

726 ル

ジュニア選手の「勝負食」

石川三知

780 シ

Ｔｈｅ ＮＩＮＪＡ－忍者ってナンジャ！？

「The NINJA 忍者ってﾅﾝｼﾞｬ!?」実行委員会

789 サ

横山光輝の「史記」で学ぶ故事成語

横山光輝

824 ヨ

七月に流れる花

恩田陸

オン

神様の子守はじめました。

霜月りつ

シモ

Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 シリーズ

長月達平

ナカ

告白予行練習 シリーズ

藤谷燈子

フシ

☆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。（冊子版・リーフレット版が有ります。）
☆選書アドバイザーは７月頃に市内の中高生から募集します。

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。

& 新着特集号
新生活が始まる“春”。今年も中高生選書
アドバイザーが選んでくれた新着本が多
数ＹＡコーナーに仲間入りしました。そ
んな新着本の中から“自分磨き”に役立
ちそうな本を紹介。
今回はぜ～んぶ、新着本です!!
アイディアを磨く
プラスイッセンチ

『 ＋ １ ㎝ 』たった１ｃｍの差

『アイデア大全 創造力とブレイク
スルーを生み出す４２のツール』

があなたの世界をがらりと変える

読書猿／著〔141 ト〕ＹＡ
SF 作家にトヨタ、ディズニーまで
様々なアイデアを生み出してきたそ
の発想法。アイデアのレシピ（使用
法）やサンプル（使用例）をイラス
ト多数で紹介。彼らの発想力に学び、
ブレイクスルーを生み出そう。
一般＝一般書

児童＝児童書

キムウンジュ／文 ヤンヒョンジョン／イラスﾄ

〔159 キ〕ＹＡ
恋、夢、人間関係。ほんのちょ
っと見方をかえるだけで変わる
世界をかわいいイラストとユー
モアたっぷりの文章で紹介！

YA=YA 資料

＝YA 新着図書

未来を磨く
『高校一冊目の参考書』

『大学選びをはじめから
ていねいに』

船登惟希／著 〔375 フ〕ＹＡ

藤井佐和子／著

受験勉強に不安を覚える真草は、偶然訪
れた“三陽堂古書店”のサクマに勉強法
をダメ出しされてしまう。真草の勉強法
のどこがダメなのか？小説仕立てで勉強
法を解説。目指せ！難関志望校!!
中学生版も出版されています。

〔376 フ〕ＹＡ
様々な業種、業種ごとの就職
に強い学部、夢を叶えるため
の大学の選び方、学べる分野
などをトータルに紹介した一
冊。 この本で自分の夢を実現
できる大学を見つけよう!

亀井信明／著

歴史力を磨く
『ゼロからやりなおし！日本史見るだけ
ノート』
小和田哲男／監修〔210 オ〕ＹＡ
日本史の流れ、様々な疑問点を分りやす
くイラスト化。日本人のルーツからＴＰ
Ｐ（環太平洋連携協定）までざっくりと
感覚的に理解できる。日本史の大まかな
流れを楽しくつかみ、歴史力を磨こう。

『春秋戦国完全
ビジュアルガイド』
レッカ社／編著〔282 シ〕ＹＡ
始皇帝が立ち、老子等著名な
思想家が出、故事成語や伝説
が多数生まれた、激動の時代
を美麗イラストで紹介。人気
のビジュアルガイド、新着！

見た目を磨く
『ヘアアレンジはじめてレッスン』

『スニーカー』
入手可能なベストアイテムの完全

山岸敦子／監修 〔595 ヘ〕ＹＡ

コレクターズガイドの決定版！

可愛いヘアアレンジがブローの方法か
ら基本のアレンジ、さらにバリエーショ
ンまでオールカラー写真で紹介。編み込
み、ハーフアップ、ピンアレンジなど様々
なヘアアレンジの作り方がわかる！この
春、髪型から自分を変えてみませんか？

ｱﾝｵｰｿﾄﾞｯｸｽ･ｽﾀｲﾙｽﾞ／文・ﾃﾞｻﾞ
ｲﾝ〔589 ス〕ＹＡ

英語力を磨く

『意外と知らない
世の中の「なぜ？」
』
ニナ・ウェグナー／著
〔837 ウ〕ＹＡ
競技に 3 等まである理由、
“OK”の本当の意味、など普
段意識しない様々な“世の中
の「なぜ」
”を日英対訳で紹介。
トリビアで多読に挑戦！

『マンガこんなに効く！
英語多読多聴マニュアル』

こいけかずとし／文＋絵〔830 コ〕ＹＡ
英語力を総合的に高める〔多読・多聴〕
。
その効果や学習法をマンガで楽しく解
説。レベル０～６のレベル別に、レベル
く
チェック用の文章やおすすめ図書、素材
も紹介。この 1 冊で英語力を磨こう！

身近なスニーカーを知るこ
とからおしゃれを始めてみよ
う。写真も知識も満載の本！

趣味を磨く
『今宵は気軽にクラシックなんて
いかがですか？』楽しく学べる学研ｺﾐｯｸｴｯｾｲ
田中マコト／マンガ 〔760 コ〕ＹＡ
趣味なし OL の美香。ステキな趣味を語
るべく、幼なじみを頼り強引にクラシッ
ク音楽の扉を叩いたが…。
「趣味はクラシ
ック」と言えるようになれるか？作曲家
や楽器、コンサートのマナーについてま
で楽しく学べるコミックエッセイ。

『作曲少女』
平凡な私が１４日間で曲を作
れるようになった話
仰木日向／著〔761 オ〕ＹＡ
作曲を始めたい高 2 女子、い
ろは。助けを求めた天才作曲少
女珠美は 14 日間で思い通りの
曲を作れるようになると言う
が…。小説仕立ての作曲入門！

腕を磨く

人生を磨く

『ゆる自炊ＢＯＯＫ』

『１０年後に失敗しない未来予想図』

〔596 ユ〕ＹＡ
新生活の事始めに料理の腕を磨いて
みよう。写真にポイントを押さえた解
説付でビギナーでも安心。効率的なキ
ッチンの使い方・フリージング字典等
経験者にも役立つ知識満載の料理本!

森永卓郎／監修〔366 シ〕ＹＡ
学校選び・職業選び・社会人基礎知
識・結婚・定年・老後まで。ライフス
テージごとの情報満載のライフプラン
ニングガイドブック。イラストも多数
の本書で、楽しく人生設計を考えよう。

身体を磨く

教養を磨く

『ねこヨガ』ねこに習うヨガストレッチ 31
〔498 ネ〕ＹＡ

『やさしい仏像』マンガで教養

ねこと一緒にヨガストレッチを楽し
んで身体を磨いてみよう。バンザイか
ら猫のポーズ、正座まで様々なヨガス
トレッチのポーズをかわいいねこの
写真とともに紹介。ヨガとねこ写真で
身体磨きをしながら心も癒される本。

吉田さらさ／監修 〔186 ヤ〕ＹＡ
OL 知子の転職先は天上界の“仏カン
パニー”。釈迦如来社長を筆頭に様々
な仏が働く会社を、小鬼のジャッキー
先輩の案内でお仕事体験。修学旅行な
どで目にする仏像が、ストーリーマン
ガとイラストで楽しくわかる！

テーマ☆その他のおすすめ本
タイトル

著者名

請求記

磨くもの

オールカラー図解日本史＆世界史並列年表

歴史の読み方研究会

200 レ

歴史力

文系の人にとんでもなく役立つ！理系の知識

日本博識研究所

404 ニ

理系の知識

「数学」の公式・定理・決まりごとがまとめてわかる事典

涌井良幸

410 ワ

数学力

フェルトのお守りラッキーチャーム

ピポン

594

手芸の腕

780 ス

観戦力

スポーツ雑学大全

