ＹＡ新着本☆ピックアップ
『司書のお仕事』
～お探しの本は何ですか？～

『おしゃれ英語図鑑』
～FASHION×ENGLISH～

大橋崇行／著

Rina／文

勉誠出版

仙台市広瀬図書館

あわのさえこ／ｲﾗｽﾄ

〔015 オ〕

DHC〔834 リ〕

分類、選書、レファレン
スにイベント。知られざ
る司書のお仕事、その一
端を小説仕立てで紹介。

ファッションアイテムの
英語フレーズをイラスト
とともに紹介。英語でもガ
ールズトークを楽しもう。

ＹＡとは
Young Adult（若いおとな）の略。
おもに 13 歳から 18 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

№14（2018・11 発行）

著者名

請求記号

すごいイノベーター７０人のアイデア

ポール・スローン

141 ｽ

テーマ別だから理解が深まる日本史

山岸良二

210 ﾔ

家紋無双

森本勇矢

288.6 ﾓ

刑務所しか居場所がない人たち

山本譲司

326 ﾔ

部活やめてもいいですか。

梅津有希子

375 ｳ

高校一冊目の化学基礎

船登惟希

430 ﾌ

季節を彩る「はな言葉」

葉菜桜花子

627 ﾊ

ナトセンおすすめＹＡ映画館

名取弘文

778 ﾅ

司波達也暗殺計画 1 魔法科高校の劣等生

佐島勤

サト

Re：ゼロから始める異世界生活 Ex3

長月達平

ナカ

黒の扉は秘密の印 第二の夢の書

ケルスティン・ギア

943 ｷ

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
著者名
請求記号
１

かがみの孤城

辻村深月

ツシ

２

漫画 君たちはどう生きるか

吉野源三郎

159 ﾖ

３

あるかしら書店

ヨシタケシンスケ

726.6 ﾖ

４

英単語の語源図鑑

清水建二

834 ｼ

５

ビブリア古書堂の事件手帖 7

三上延

ミカ

★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!!

今回のテーマ

本で見る本の世界
世の中にはたくさんの本があり、
それを取り巻くたくさんの仕事や物
語がある。今回はそんな本を取り巻
く世界を堪能できる本をご紹介。
あなたは本が好きですか？
作家

出版社/編集者

『小説の神様』

『青い鳥文庫ができるまで』

相沢沙呼／著〔アイ〕ＹＡ
作品の評価に悩む高校生作家、一也
に持ちこまれた人気作家、不動詩凪と
の共作。彼女の正体は一也の学校に転
校して来た美少女だった。書く意味を
見失った一也と、小説を愛する詩凪は
事あるごとに対立するが…。執筆の苦
しみ、喜びを描いた作家青春小説。

岩貞るみこ／作〔イワ〕児童
人気の児童書文庫“青い鳥文庫”。編
集者の“モモタ”を主人公に、企画か
ら一冊が出来上がり書店での流通にの
るまでの過程を詳細に紹介したお仕事
小説。会議に文章の間違い探し、デザ
イン、お金の計算。1 冊の裏にはこん
なにいろんな仕事があるのです。

一般＝一般書

児童＝児童書

YA=YA 資料

＝YA 新着図書

出版社/装幀
『装幀室のおしごと。』
～本の表情つくりませんか？～
範乃秋晴／著〔ハン〕ＹＡ
出版社同士の合併で、ペアで働くこ
とになった装幀室。本を愛するわら
べの相方は売上至上主義の実力者、
巻島だった。本の顔を作るデザイン
の現場が楽しめる小説。
本屋
『レジまでの推理』
～本屋さんの名探偵～
似鳥鶏／著〔ニタ〕一般
恋人が送りつけてきた 7 冊の本、
引っ越し中に消えたサイン本。な
ぜか本屋に持ち込まれた謎を書
店員としての知識フル活用で店
長が解く。書店トリビアあふれる
本屋ミステリー。
古本屋
『ビブリア古書堂の事件手帖』
～扉子と不思議な客人たち～
三上延／著〔ミカ〕ＹＡ
ベストセラー古書店ミステリー“ビ
ブリア古書堂”シリーズについに新
刊登場‼あれから７年、母となった栞
子が娘に語る、4 冊の本にまつわる
物語。前作未読でも楽しめます。

出版社/営業
『背表紙は歌う』
大崎梢／著〔オオ〕一般
営業の井辻君は、自社の本をアピー
ルするべく今日もせっせと書店通い。
でも取次（書店へ本を卸す会社）社員
にひどいことを言われ…。本屋に優し
く出版社に厳しい男の真意とは？元
書店員の著者が描く出版社営業。
本屋
『日本のブックカバー』
書皮友好協会／監修〔024 ニ〕一般
書店で買った本につけてくれるブッ
クカバー。古今東西、全国様々な書店
のオリジナルブックカバーを集めた
この一冊。絵や店のロゴはもちろん、
地図などをデザイン化したものまで。
あなたはどのブックカバーが好き？

戦！』

谷口忠大／原案・監修〔019 マ〕ＹＡ
“ビブリアファイト”はオリジナル
ルールだけど、まずは基本のビブリオ
バトルを押さえよう。高校生のアカネ
たちが主人公のストーリーマンガで
今話題の書評ゲームが楽しく学べる。

図書館
『死ぬまでに行きたい
世界の図書館』
〔010 ｼ〕ＹＡ
世界には“夢”のように素敵な図書
館がある。その中で、歴史あるもの
から、近代的で個性的なものまでを
集めた写真満載の図書館+書店ガイ
ド。あの、映画「ハリー・ポッター」
シリーズのロケ地の図書室も紹介。

図書館

ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ･ﾎﾜｲﾄﾊｳｽ／著〔933 ホ〕一般
横暴な父、いなくなった親友。居場所
がないボビーに読書の楽しさを教え
てくれたのは、移動図書館の清掃をす
る母娘だった。だが、いじめへの仕返
しが警察沙汰になり、一方、移動図書
館は閉鎖の危機に。3 人は移動図書館
で逃走、冒険の旅に出る‼
修復

学校図書室

『ルリユール』

『図書室のキリギリス』

村山早紀／著〔ムラ〕一般

竹内真／著〔タケ〕一般

叔母の初盆のため祖母の住む町を訪
ねた瑠璃は、傷ついた本を抱える人た
ちと、不思議なルリユール（＝本の修
復等をする職人）クラウディアに出会
う。ルリユールについては、伊勢英子
/著『ルリユールおじさん』もお勧め。

学校司書になった詩織にはモノに残
された思いを読み取るちょっと不思
議な力が…。前任者の思い、学校図書
室の事情。その中での日々の業務や読
書会などのイベントの楽しみ等をほ
んのりミステリー仕立てで描く。

書評ゲーム
『こぐちさんと僕のビブリアファイト
部活動日誌』~ﾋﾞﾌﾞﾘｱ古書堂の事件手帖ｽﾋﾟﾝｵﾌ~
三上延／原作・監修

峰守ひろかず／著

〔ミネ〕ＹＡ
廃止寸前の旧図書室を守るため、本好
き少女こぐちさんと響平はビブリアフ
ァイトに挑む。名作・ミステリー・ラノ
ベ、実在の本が多数登場、恋も始まる書
籍紹介ラノベ。あの栞子さんも登場！

執筆

執筆
『超・戦略的！作家デビュー
マニュアル』
五十嵐貴久／著〔901 ｲ〕ＹＡ
せっかく本を書いたのなら、狙うは
出版‼そのための最短ルートとして作
家、五十嵐貴久が勧める文学賞の取り
方マニュアル。お勧め新人賞の傾向と
対策に、各賞の特徴付きで読書の参考
にも。目指せ、プロの作家道。

『小説の書きかた』
須藤靖貴／著〔スト〕ＹＡ
女子 3 人による共作リレー小説+大
造の編集。書きあげた作品で小説誌の
新人賞に応募!大造の発案で始まった
文芸部 4 人のプロジェクト。作家トド
やんの助言も得て少しずつ小説は進
む。小説の技法も学べる実用小説！
テーマ☆その他のおすすめ本

書評ゲーム
『マンガでわかるビブリオバトルに挑

『図書館は逃走中』

『みちのきち 私の一冊』
~これから大人になる君とすべての大人たちへ~

タイトル

著者名

請求記号

内容

図書館 100 連発

岡本真/ふじたまさえ

010 ｵ/一般

ｲﾍﾞﾝﾄ紹介

〔019 ミ〕ＹＡ

クリエイターのハローワーク

ビーコムプラス

366 ﾋ/YA

仕事/なり方

様々な肩書を持つ 109 人が、若い
読者のために選んだ本。それは、
いつか誰かの道標となる本かもし
れません。

ブックカバーの本

594 ﾌ/一般

ﾌﾞｯｸｶﾊﾞｰ作成

國學院大學みちのきちﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ／編

教養は「事典」で磨け

成毛真

813 ﾅ/一般

事典ガイド

小説の言葉尻をとらえてみた

飯間浩明

814 ｲ/一般

ことば探し

