ＹＡ新着本☆ピックアップ
『中学英語で読めるはじめての英語ラ
イトノベル』異世界に転生したら
伝説の少女だった件

仙台市広瀬図書館

『おとぎ古書店の幻想装画』
夜汽車／著 ﾊﾟｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ〔726.5 ヨ〕

若月ルナ／著
NHK 出版〔837 ワ〕
ネックレスの力で異世
界に 飛 ばされてし まっ
たルナ。
「伝説の少女」と
して王国を救えるか？
ＹＡ☆その他の新着本

ハリネズミのヨギーチ
カが幻想的なおとぎの世
界をご案内。絵師・夜汽車
による童話をモチーフと
した美麗イラストをご堪
能あれ。

タイトル

著者名

№21（2021・2 発行）

１０代向け図書案内

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。

請求記号

司書のお仕事 2

大橋崇行

015 オ

全国「武将印」徹底ガイド

小和田哲男

291 セ

檻の中のライオン

楾大樹

323 ハ

リアルサイズ古生物図鑑 新生代篇

土屋健

457 ツ

世界一やさしい！アロマ図鑑

林真一郎

499 セ

はじめての着物 マンガで教養

大竹恵理子

593 ハ

ＬＯＴＴＥ Ｇｈａｎａチョコレートレシピ

ロッテ

596 ロ

切手もの知りＢｏｏｋ

田辺龍太

693 タ

デザイナーじゃないのに！

平本久美子

727 ヒ

ハリウッド・リメイク桃太郎

藤井青銅

909 フ

スパイ教室 01～04

竹町

タケ

今回のテーマ

映像化した本たち
一口に映像化と言ってもジャンルは様々。
映画やドラマ、アニメになった作品を大特集！
原作を読んで初めて知ることもきっとある。
さぁ、原作を読もう。そして読んで語りたくな
ったらバレンタインデーに実施の読書会、「ひ
ろせしゃべぐる BOOK」でお茶とお菓子とともに
語りつくしましょう。

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

なぜ僕らは働くのか

池上彰

366

２

ビブリア古書堂の事件手帖Ⅱ 扉子と空白の時

三上延

ミカ

３

多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。〔正〕

Jam

159 シ

４

えんとつ町のプペル

にしのあきひろ

726.6 ニ

５

満月珈琲店の星詠み

望月麻衣

モチ

☆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。今年度選書アドバイザーは活動終了。
☆今年度選書アドバイザー作成ブックリストは 3 月末発行予定。お楽しみに。

担当イチオシ
『妖怪アパートの幽雅な日常』
香月日輪／著〔コウ〕児童
高校進学を機に寮生活となるはずだ
ったが、寮が全焼。途方に暮れた夕士
は、不動産屋で大正ロマン風のアパー
ト「寿荘」を紹介してもらう。住人たち
は変わった人ばかり。いや、オバケもい
る!?同名アニメの DVD も取り寄せ可。
一般＝一般書

児童＝児童書

『金田一少年の事件簿』
天樹征丸／作〔アマ〕一般
孤島や密室、異様な舞台で
次々起きる見立て殺人…。日本
ミステリ界を代表するあの名探
偵、金田一耕助の孫、金田一一
が、祖父譲りの推理力で奇怪な
事件に挑む本格ミステリ。
「君にこの謎が解けるか⁉」

ＹＡ=ＹＡ資料

THE 邦画
『屍人荘の殺人』

今村昌弘／著〔イマ〕ＹＡ
大学で出会った探偵。突然登場する謎多
き美少女。怪しげな宿舎、そして始まる
夏合宿。想定内で突き進む王道ミステリ
に発生する想定外の事件。こんなミステ
リみたことない！新感覚密室殺人、読ん
だことない人、今こそ読み時です。

『砕け散るところをみせてあ
げる』
竹宮ゆゆこ／著〔タケ〕ＹＡ
高校生の清澄は、いじめられ
ていた１年生の玻璃を救い出
す。やがて惹かれあう二人だが
…。青春恋愛ジャンルかと思い
きや、終盤でサスペンスホラー
に大転換。二度読み必至の衝撃
作。

ドキュメンタリー
『ボブという名のストリート・キャット』
ジェームズ・ボーエン／著〔936 ホ〕一般
夢破れて、路上生活をしていた青年ジェ
ームズ。彼は、一匹の野良猫ボブと友だち
になったことをきっかけに、セカンドチ
ャンスをつかむ。人と猫の種族を超えた
友情物語。映画版でボブは本ニャン出演
しているので要チェック！

世界のアニメ
く
『魔法使いハウルと火の悪魔』
ダイアナ・ウィン・ジョーンズ／作
〔933 シ〕児童
呪いで老婆にされた少女ソフィがたど
り着いたのは、若い娘の心臓を食べると
噂の大魔法使いハウルのお城。火の悪魔
とハウルとの契約、妹たちの恋に行方不
明の王弟と、次々起こる大騒動。アニメと
は雰囲気もラストも異なる展開は、英国
らしくちょっとブラック。見比べてみて。

『夏への扉』
ロバート・Ａ．ハインライン／著〔933 ハ〕
一般
恋人と親友の裏切りで大切な発明を奪
われたダニー。冷凍睡眠から目覚めた 30
年後の世界で、ある少女への思いに気付
く。夏への扉を探す愛猫ピートのように、
彼も幸せへの扉を探し続ける。恋×SF×
猫。
※紙面編集中に公開延期となりました
近日公開

『ねこ歩き』
岩合光昭／著〔645 イ〕一般
ネコと出会って世界中を旅す
る写真集。そこに生きるネコと
の交流から、ヒトの歴史の流れ
をも垣間見ることができます。
ネコの神秘的な可愛さは万国
共通。ぜひ癒されて。

日本のアニメ
『虚構推理』
城平京／著〔シロ〕ＹＡ
右目と左足を失った代わりに「知恵の
神」となった岩永琴子と、妖怪の肉を食べ
たことにより不死の体と未来決定能力を
持つ桜川九郎。顔のない怪物、鋼人七瀬の
都市伝説に二人は挑む。解決方法は、
「嘘
の推理」⁉ 驚きたければこれを読め――
本格ミステリ×ファンタジーです。

２月公開映画

『サマーウォーズ』
岩井恭平／著〔イワ〕ＹＡ
巨大電子空間 OZ(オズ)が AI
にハッキングされ、世界は危機
的な状況に！得意の数学を駆
使し、健二は世界を救えるか？
長野の陣内家を舞台に戦が始
まる。DVD も併せて「よろしく
お願いしまぁぁぁぁすっ！」

『ディズニー・アート展』
〔778 テ〕ＹＡ
アニメーションの歴史を語る
上では外せないディズニー。白
黒からカラー、進歩を重ねデジ
タルへ、その歩みをこの一冊
に。映画のもととなったコンセ
プト・アートやラフ画など、見
ごたえ満載の展覧会図録。

『犬部！』
片野ゆか／著〔645 カ〕ＹＡ
青森県、北里大学。獣医学部の究極の
「犬バカ」が立ち上げ、名を変え今なお
続く動物ボランティアサークル「犬部」。
マンガ化もされ、そして 2021 年映画公
開予定の、笑いあり涙ありの青春ノンフ
ィクション。犬以外の動物も多数出てき
ます。

『えんとつ町のプペル』
にしのあきひろ／著
〔726.6 ニ〕ＹＡ
えんとつそうじ屋のルビッ
チはハロウィンの夜、ゴミ人
間のプペルに出会う。町の人
はプペルを忌み嫌うけど、ル
ビッチはなつかしいニオイを
感じていて…。

『鹿の王』上・下
上橋菜穂子／著〔ウエ〕児童
故郷のため帝国に挑み、岩塩
鉱奴隷となった戦士。異様な
山犬の群れに襲われ謎の病で
全滅した塩鉱から、生き延び
た幼子を連れて逃げ落ちてい
く。背景にある伝染病の脅威。
文化人類学者でもある著者に
よる医療ファンタジー。

長編大作
『ハリー・ポッターと賢者の石』
Ｊ.Ｋ.ローリング／作〔933 ロ〕児童
11 歳の誕生日、ハリーはホグワーツ魔
法魔術学校への入学を許可されるも、
魔法とは無縁だったため分からないこ
とばかり。しかし、魔法界では「生き残
った男の子」として超有名人！ワクワ
クドキドキの王道ファンタジー。映画
では語り切れないエピソードも満載。

『スター・ウォーズ
スカイ
ウォーカーの夜明け』
デレク・コノリー／他原作
〔933 ス〕ＹＡ
世代を超え、受け継がれる
STAR WARS 伝説についに終焉の
時が訪れる。各キャラクター達
の内なる想いや秘められたエ
ピソード。小説版ならでは楽し
みをどうぞ。

テーマ☆その他のおすすめ本
タイトル

無私の日本人

著者名

磯田道史

学校へ行きたい
世界の果てにはこんな通学路が！

請求記号

映画タイトル

281 イ

殿、利息でござる！

290

世界の果ての通学路

指輪物語

J･R･R･ﾄｰﾙｷﾝ

933 ト

ロード・オブ・ザ・リング

床下の小人たち

ﾒｱﾘｰ･ﾉｰﾄﾝ

933 ノ

借りぐらしのアリエッティ

