ヤ
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！

図書館に中高生を中心にし
たサークルができました！

「中高生対象の本を集めたＹＡコー
ナーをもっと利用してもらいたい！」
という思いから中高生のメンバーを
中心とした「ヤンアダ応援隊！」を結
成しました。同年代の目線から中高生
にとって利用しやすいコーナーを図
書館と一緒に考え、つくっていくこと
が活動の大きな目標です。一回目の活
動は、そもそも「YA って何？」とい
う話からはじまり、「じゃあ場所を知
ってもらうために目立つ看板でもつ
くる！？」という結論に達し、大きな
案内看板を作って掲示しました。遠く
からでもばっちり YA コーナーがわか
ります！

★ＹＡコーナーに設置されているサイン★

★３階学習席に設置されているサイン★

掲示版の上部に設置しています。遠く
からも良く見えるサインになってい
るので、コーナーに立ち寄ったときに
はぜひ見て下さいね！

みなさんがよく利用する学習席に設
置しています。随時ＹＡに関連する情
報を掲載していく予定なので、見て下
さいね！

中
高
生
の
サ
ー
ク
ル
を
設
立

楽しく勉強したいあなたに！
ノートの整理に！

画像あり

『勉強力がぐんとアップする
合格ノート術』
（Y379 ニ）
成績アップのヒントはノー
トの書き方にある！？難関
大学に合格した先輩たちの
ノート術を紹介した一冊で
す。本書を参考に勉強して
みては？

スマホで学習！

画像あり

『スマホの学習アプリで早
慶にラクラク合格する方法』
（376.8 マ）
今や多くの人が所有するスマホ。
本書は勉強を効率的に進めるため
にアプリを活用することを提案し
た一冊です。著者の受験の体験談
も収録されています！
※一般書（２Ｆ）

やる気のＵＰに！
『生きる』（Y159 イ）

画像あり

第一線で活躍する著名人の格言
を集めた一冊。シンプルだけど心
に響く格言が満載です！中でも
第一章「叶える」
、第六章「未来」
は前向きな言葉に溢れています。
モチベーションを上げたいとき
に読むのはどうでしょう！？

図
書
館
を
盛
り
上
げ
る

お仕事の本

work book!

ヤングアダルト世代（10 代）の
君たちへのオススメ本

将来、どんな仕事に就こうか迷っていたりしませんか？
図 書 館に は就 業に 関する 本 がた くさ んあ ります 。
今回はその中からぜひとも読んでおきたいお仕事に
関する本を紹介します！
『アメリカの高校生が読んでい
る起業の教科書』（Y 335 ヤ）

『会社のしごと３』
（Y 366 マ 3）

画像あり

イベント企画、コンビニの
商品開発、ソーシャルゲー
ムの企画など、「考える仕
事」について書かれた一冊。

画像あり

『しあわせに働ける社会へ』
（Y366 タ）

画像あり

画像あり

しあわせに働ける社会に必
要なことを解説してくれる
一冊。将来、やりたい仕事
の方向性を発見するために
本書で紹介されている未来
年表を作ってみるのもいい
かも！
『教育で平和をつくる』
（Y372 コ）
「教育で平和をつくる？」
紛争後の教育復興を仕事と
する著者が、世界各国で異
なる民族の子どもが等しく
教育を受けられるために奔
走してきた体験をまとめた
一冊。

起業を目指す人のための一
冊。事例をもとに実際に起
業する上で必要な基礎的な
知識を豊富なイラストを交
えながら紹介しています。

『やりたい仕事がある！』
（Y 366 イ）

画像あり

自分に向いてる仕事って？質
問項目に答えて、適性・適職
をガイドしてくれる一冊。紹
介されている職業が多岐にわ
たって掲載されているので、
進路の参考にしてみては？
『インテリアコーディネーターの
仕事につきたい！』（Ｙ529 ク）

画像あり

お客さんからの要望を 聞い
て「心地よい」と思える空間
を提案するインテリア のプ
ロの仕事を紹介した一冊。コ
ーディネートに関する 知識
も載っているので自分 の部
屋をおしゃれにしたい 人に
も役立つかも！
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新着 PICKUP!
◆『ギネス世界記録

2014』

たい一冊を紹介します！

クレイグ・グレンディ／編（Y031 ギ）

◆『明日は、どうしてくるの？』栗田
◆『からだノート』徳永

新しく入ってきた本の中から、読んでおき

亘／著（Y159 ク）

『若者のためのまちづくり』
服部

桂子／著（Y367 ト）

圭郎／著（Y518 ハ）

◆『海外の高校＆大学へ行こう！2014 年度版』（Y376 カ）
◆『自衛官になるには』山中

伊知郎／著（Y366 ナ 114）

◆『青年海外協力隊員になるには』横山
◆『「働く」の教科書』菊地

和子／著（Y366 ナ 51）

一文／監修（Y366 ハ）

◆『動物園・水族館で働く人たち』高岡
◆『空を泳ぐ夢をみた』梨屋
◆『ルミチカ』今井

昌江／著（Y480 タ）

アリエ／作（Y547 エ 1）

雅子／作（Y547 エ 2）

◆『１５歳の可能性』加瀬

画像あり

『素直な心になれたら』

ヒサヲ／作（Y547 エ３）

◆『女性画家 10 の叫び』堀尾

PHP 研究所／著（Y159 ピ）

真紀子／著（Y720 ホ）

◆『未来力養成教室』日本ＳＦ作家クラブ／編（Ｙ910 ミ）
◆『お任せ！数学屋さん』向井

画像あり

湘吾／著（Ｙ913 ム）

◆『ようこそ禁断の図書館へ』ＯＴＯＢＡＮＫ／原案（Ｙ913 ナ）
◆『悲惨伝』西尾

維新／著（Ｙ913 ニ）

◆『暦物語』西尾

維新／著（Y 913 ニ）

◆『都会（まち）のトム＆ソーヤ
◆『レガッタ！

３』濱野

１１上・下』はやみね

かおる／著（Ｙ913 ハ 11-1、11-2）

京子／著（Y 913 ハ 3）

◆『小野丌由美「ゴーストハント」読本』「ゴーストハント」編集委員会／編（Y 913 オ）
◆『わからん薬学事始
◆『ゲンタ！』風野

２・３』まはら

三桃／著（Ｙ913 マ 2～3）

潮／著（Ｙ913 カ）

◆『2.43』壁井 ユカコ／著（Ｙ913 カ）
◆『レーン』あさの あつこ／著（Y 913 ア 3）
◆『グラウンドの詩』あさの
◆『お面屋たまよし
◆『祈りの虚月』高橋

2』石川

『論理的に解く力をつけ
よう』 徳 田 雄 洋 ／ 著
（Y116 ト）

あつこ／著（Y 913 ア）
宏千花／著（Ｙ913 イ２）

椎奈／著（Ｙ913 タ）

◆『ブルー・ダイブ』ゆうき

りん／著（Ｙ913 ユ）

◆『つむじ風食堂と僕』吉田

篤弘／著（Ｙ913 ヨ）

画像あり

