ＹＡ新着本☆ピックアップ
『ＥＵやらイスラムやら、
ここ１００年くらいの世
界情勢をマンガでチラッ
と振り返る』
関眞興／著 宝島社【200 セ】

日々報道される複雑な現
代情勢、その前後の事情を
国ごとにﾏﾝｶﾞで紹介。

仙台市広瀬図書館
『太陽ときみの声』
川端裕人／著 朝日学生新聞社

【カワ】
高校ｻｯｶｰ部で活躍する
一輝をおそった突然の視
力低下…。絶望する一輝
に先生が教えてくれたの
はﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｻｯｶｰだった。

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
中学一冊目の参考書

著者名
船登惟希

375

13 歳からの手帳活用術

小澤淳

375 オ

大学の学科図鑑

石渡嶺司

376 イ

海軍さんの料理帖

有馬恒次郎

596 ア

のら猫拳 こんな猫たち、見たことある？

アクセント

645 ア

ミルク日記

寄藤文平

648 ヨ

清水まり

774 ヤ

Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 14
安寿姫草紙（あんじゅひめものがたり）

長月達平
三田村信行

ナカ
ミタ

カラヴァル 深紅色の少女

ｽﾃﾌｧﾆｰ･ｶﾞｰﾊﾞｰ

933 カ

マーヤの自分改造計画

ﾏｰﾔ･ｳﾞｧﾝ･ｳｱｰｸﾞﾈﾝ

936 ハ

毎日を元気に過ごすためのﾐﾙｸの本

やさしい歌舞伎

一生モノの基礎知識 マンガで教養

1950 年代のﾏﾆｭｱﾙで人気者になれる？

請求記号

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

№11（2017.11 発行）

著者名

今回のテーマ
海外文学編

文豪・名作

を楽しむ

＋α

2017 年 2 月発行の YA news でとりあげた“文
豪・名作を楽しむ＋α”第 2 弾。今回は海
外文学編。前回同様、名作をアレンジした
ものや取り入れたもの、新たな構想の続編
など、名作や文豪をより楽しめる＋αの作
品を紹介。現代の作品で、世界の名作や文
豪をもっと知って楽しもう。
海外文豪を楽しむ＋α

請求記号

１

もし文豪たちが、カップ焼きそばの作り方を書いたら

２

最後の晩ごはん 8

神田桂一
椹野道流

３

神様の御用人 7

浅葉なつ

フシ
アサ

４

魔法科高校の劣等生 23

佐島勤

サト

５

妖奇庵夜話 6

榎田ユウリ

エタ

６

ソードアート・オンライン 20

川原礫

カワ

910 カ

★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!!

『恋する文豪』海外文学編
真山知幸／監修 〔902 コ〕ＹＡ
運命の相手との出会い、三角関係、
失恋、破局。それらを昇華し、ときに
周囲を巻き込みながらも作品を生み出
していった文豪たち。そんな文豪たち
の恋と人生のｴﾋﾟｿｰﾄﾞをﾏﾝｶﾞで紹介。名
作の裏にはこんなﾛﾏﾝｽがあった。

一般＝一般書

児童＝児童書

『ひと皿の小説案内』
主人公たちが食べた 50 の食事
〔902 フ〕一般
名作に登場する印象深い食
事の数々。ﾊｲｼﾞのﾁｰｽﾞとﾊﾟﾝ、
ｱﾘｽのお茶などを物語のあら
すじや豆知識とともに紹介。
目にも美味しい名作ｶﾞｲﾄﾞ。

YA=YA 資料

「三国志」を楽しむ＋α
『マンガでわかる三国志』
渡邉義浩／監修 〔923 マ〕YA
中国、三国時代の歴史を今に伝える正史
「三国志」と、そこから生まれ今なお愛さ
れる物語「三国志演義」
。2 つの「三国志」
の違いや時代、生み出されたｷｬﾗｸﾀｰたちの
背景、英雄たちの素顔などをﾏﾝｶﾞで分かり
やすく解説。

『三国志英雄列伝』
小沢彰友／作〔923〕児童
三国志の英雄たちの若き日、
劉備の初恋、関羽の出会い、
幼い孔明の知恵。さらに小覇
王と呼ばれた孫策や勇猛な馬
超など、三国志を彩る英雄た
ちの魅力を描いた短編集。

「星の王子さま」を楽しむ＋α

『星の王子さまの眠る海』
ｴﾙｳﾞｪ･ｳﾞｫﾄﾞﾜ／ほか著

『星の王子さまの天文ノート』
縣秀彦／監修〔440 ホ〕一般
「星の王子さま」の作中で語られる星空
の世界を、実際の美しい星空の写真と天
文の知識とともに紹介。作者ｻﾝ･ﾃｸﾞｼﾞｭﾍﾞ
ﾘについてや星と人の歴史も学ぶことが
出来る、物語の世界観がいっそう深まる
天文ｶﾞｲﾄﾞ。

[950 サ]一般
第 2 次大戦中、飛行機と共に
消えたｻﾝ･ﾃｸﾞｼﾞｭﾍﾞﾘ。それか
ら約半世紀、一人の漁師が海
で見つけたﾌﾞﾚｽﾚｯﾄにその名
が刻まれていた。消えた作家
の謎を追ったﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ。

アンデルセンを楽しむ＋α
『氷の心臓』
カイ・マイヤー／著 〔943 マ〕児童
心臓のかけらを奪われた冷酷な雪の女
王。盗んだ魔女ﾀﾑｼﾝ。ﾎﾃﾙで生まれ育ち外
の世界を知らない孤児ﾏｳｽ。運命が絡み合
う中、やがて知る偽りと真実。実際に起
きた皇帝暗殺事件をﾍﾞｰｽにしたﾌｧﾝﾀｼﾞｰ。
ｱﾝﾃﾞﾙセン生誕 200 周年記念刊行作品。
「カラマーゾフの兄弟」を楽しむ＋α

『土曜はカフェ・チボリで』
内山純／著〔ウチ〕一般
児童書出版社に勤める香衣
が出会ったｶﾌｪ･ﾁﾎﾞﾘ。土曜日
だけ開くそのｶﾌｪを満たすの
は、ﾃﾞﾝﾏｰｸ料理とあたたかな
おもてなし、そして常連客が
持ち込むｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ童話を思い
起こす謎。日常系ﾐｽﾃﾘ。
「ファーブル昆虫記」を楽しむ＋α

ルパンを楽しむ＋α

ホームズを楽しむ＋α

高殿円／著 〔タカ〕一般
ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ帰りの女軍医ﾜﾄｿﾝのﾙｰﾑｼｪｱ
相手は、電脳家政婦に政府要人の姉を
持つ大金持ちの女顧問探偵。ﾎｰﾑｽﾞも
ﾜﾄｿﾝもﾚｽﾄﾚｲﾄﾞもﾓﾘｱｰﾃｨもみんな女
性!女性作家による女性版現代ﾎｰﾑｽﾞ。

瀬名秀明／著〔セナ〕一般
「翼渡り」の異名を持つｻｰｶｽの少女ﾄﾞ
ﾛﾃとｴﾝｼﾞﾆｱの少年ｼﾞｬﾝはﾄﾞﾛﾃの持つ謎
のﾒﾀﾞﾙをめぐる陰謀に巻き込まれる。
見え隠れするﾙﾊﾟﾝの影。彼女はﾙﾊﾟﾝの
娘なのか？数々のﾙﾊﾟﾝの物語を下敷き
にした成長と冒険、謎解きの物語。

ﾃﾞｨｹﾝｽﾞとｱﾝﾃﾞﾙｾﾝを楽しむ＋α

「ピーターパン」を楽しむ＋α

『月蝕島の魔物』

『ネバーランド』

田中芳樹／著〔タナ〕ＹＡ
19 世紀、英国。戦場帰りの青年ﾆｰﾀﾞ
ﾑと姪のﾒｰﾌﾟﾙはﾃﾞｨｹﾝｽﾞとｱﾝﾃﾞﾙｾﾝの
お供として月蝕島に上陸する。そこ
は怪物と富豪一族の怨念が息づく島
だった。「銀河英雄伝説」新ｱﾆﾒ化で
話題の田中芳樹による怪奇冒険譚。

ﾏｰｸ･ﾌｫｰｽﾀｰ／監督 ［R2 ネハ］ＤＶＤ
劇作家のｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾊﾞﾘが出会った美し
い母親と４人の少年たち。一家との交
流、父親を失った少年たち、とりわけ
三男ﾋﾟｰﾀｰとの絆。やがてﾊﾞﾘは代表作
を生み出すが…。ｼﾞｮﾆｰ・ﾃﾞｯﾌﾟ主演の
「ﾋﾟｰﾀｰﾊﾟﾝ」誕生秘話。

「アンネの日記」を知る＋α

「ﾍﾝｾﾞﾙとｸﾞﾚｰﾃﾙ」を楽しむ＋α

『隠れ家』

『逃れの森の魔女』

ｱﾝﾈ･ﾌﾗﾝｸと過ごした少年
ｼｬﾛﾝ･ﾄﾞｶﾞｰ／著〔933 ト〕一般
ｱﾝﾈ･ﾌﾗﾝｸｶﾞ隠れ家で過した２年余
りの時間、同じ隠れ家に暮した少年
がいた。名前はﾍﾟｰﾀｰ･ﾌｧﾝ･ﾍﾟﾙｽ。隠
れ家と収容所での時とｱﾝﾈを実在し
た少年の視点から描いた歴史小説。

ﾄﾞﾅ･ｼﾞｮｰ･ﾅﾎﾟﾘ／著〔933 ナ〕一般
「ﾍﾝｾﾞﾙとｸﾞﾚｰﾃﾙ」を食べようとした
お菓子の家に住む魔女。彼女はなぜ森
の奥にお菓子の家を建て、なぜ悪い魔
女になったのか？以鳥鶏／著「ﾚｼﾞまで
の推理 本屋さんの名探偵」にも登場。
悪い魔女の真実の物語。

テーマ☆その他のおすすめ本
書名

『カラマーゾフの妹』
高野史緒／著〔タカ〕一般
「ｶﾗﾏｰｿﾞﾌ事件」から 13 年、帰郷した
次男、ｲﾜﾝ･ｶﾗﾏｰｿﾞﾌによる事件の再捜査。
それは一家の更なる闇を暴くことにな
る…。乱歩賞受賞の本格ﾐｽﾃﾘ。ﾄﾞｽｴﾌｽｷｰ
の構想にもあった 13 年後の物語。
「ｶﾗﾏｰ
ｿﾞﾌの兄弟」未読でも読めます。

『大空のドロテ』

ゆううつ

『シャーリー・ホームズと緋色の 憂 鬱 』

著者名

請求記号

文豪・名作

902 フ

海外文豪たち

『ファーブル先生の昆虫教室』

文学男子

～本能のかしこさとおろかさ～
奥本大三郎／文〔486〕児童
「ﾌｧｰﾌﾞﾙ昆虫記」に登場する虫の
生態、その本能の面白さをかわい
いｲﾗｽﾄや写真とともに紹介。虫が
きらいな人でも楽しく学べる、新
しい「ﾌｧｰﾌﾞﾙ昆虫記」の世界。

悟浄出立

万城目学

マキ

三番目の魔女

ﾚﾍﾞｯｶ･ﾗｲｻﾞｰﾄ

933 ラ 一般

マクベス

ﾀﾞﾙﾀﾆｬﾝの生涯 史実の「三銃士」 佐藤賢一

サト 一般

三銃士

あの人が愛した、とっておきのｽｲｰﾂﾚｼﾋﾟ

596 ア 一般

ﾓﾝｺﾞﾒﾘなど

NHK「ｸﾞﾚｰﾃﾙ」のかまど政策｢ﾁｰﾑ｣

YA
一般

西遊記

