「2018東海総体」
（インター
ハイ）の内、愛知県では
７市町で６競技（水泳等）
を開催！

“Y・A BOOKS” Special Issue No.20

●「部活で差がつく！」、 「部活で大活躍できる!!」、
「部活でもっとステップアップ」 の各シリーズより
『部活で大活躍できる！水泳最強のポイント50 』 （2011.7）
ﾃｺ 785.22/ﾌｶ 1110244505

（全てメイツ出版の「コツがわかる本」シリーズ内）

●『かんたん！おいしい！ジュニアのためのスポーツごはん
明治/監修 （金の星社 2017.8）

栄養満点パワーチャージレシピ』
ﾃｺ 780.09/ｶﾝ 1111408308

●『超入門ラグビーのみかた

ルールを知らなくても大丈夫！』
李淳馹/著 林雅人/監修 （成美堂出版 2016.8） 783.48/ﾘ 1111246030

愛知県内でも、
試合があるよ！

今年の夏はインターハイが愛知県内でも開催されます。
そうしたスポーツを始め、宿題やレジャーなど、みなさ
んの夏休み中の活動を応援する本を集めてみました！

来年（2019年）日本で開催されるラグビー・ワールドカップの予習にどうぞ。
●『熱烈応援！ スポーツ天国』

３階ティーンズコーナー ミニ展示
平成３０年７月１３日～９月１２日

最相葉月/著 （筑摩書房 2005.1） ［ちくまプリマー新書］ B 780/ｻｲ 1108649453

試合会場にあふれる「観戦症」の人々。
マイナースポーツの世界へようこそ。
高校野球ストーリー』
手束仁/著 （ベースボール・マガジン社 2018.6）

今年の夏の甲子園は、
第100回記念大会です！

●『球国愛知のプライド

783.7/ﾃｽ 1111530485

多くの関係者の新たな証言とともに野球王国・愛知の過去、現在、未来を綴る。
蘇る名勝負』
週刊朝日編集部/編 （朝日新聞出版 2015.7）

●『お父さんが教える読書感想文の書きかた』

●『高校野球100年

赤木かん子/著 （自由国民社 2009.9） ﾃｺ 816/ｱｶ 1109745365

783.7/ｺｳ 1111078507

写真とともに振り返る歴史。選手権大会出場校一覧と全勝敗等のデータも収録。
●『今すぐ読みたい！ 10代のためのYAブックガイド150！ [1] ～ 2 』

金原瑞人、
ひこ・田中/監修 （ポプラ社 2015.11～2017.11） ﾃｺ J019/ｲﾏ 1111142401、1111447870

●『ブラバン甲子園大研究

高校野球を100倍楽しむ』
梅津有希子/著 （文藝春秋 2016.7） 764.6/ｳﾒ 1111243487

高校野球のブラバン応援はいつ始まった？応援の基本ルールは？甲子園のアル
プススタンドで熱い夏を闘う吹奏楽部員たちを通して高校野球を楽しもう！

●『13歳からの絵本ガイド

YAのための100冊』

金原瑞人、ひこ・田中/監修 （西村書店 2018.4） ﾃｺ019.53/ｼｭ 1111506621

●『ほかの誰も薦めなかったとしても今のうちに読んでおくべきだと思う本を紹介しま
す。』 （河出書房新社 2012.5） ［14 歳の世渡り術］ ﾃｺ J019/ﾎｶ 1110432087
●『はじめての文学講義

読む・書く・味わう』
中村邦生/著 （岩波書店 2015.7） ［岩波ジュニア新書］ ﾃｺ J900/ﾅｶ 1111083866

愛知県図書館
名古屋市中区三の丸 1-9-3
TEL：052-212-2323
地下鉄丸の内駅⑧番出口から北へ徒歩 5 分
市バス「愛知県図書館」下車徒歩 3 分
何する？ どこ行く？ 夏休み!!

2018.7

短歌・俳句の作り方、ライトノベルや脚本の
書き方、手製本の方法の本などもあるよ！

●『新しいキャンプの教科書』 STEP CAMP/監修 （池田書店 2015.6）

●『お父さんが教える自由研究の書きかた』

786.3/ｱﾀ 1111054659

赤木かん子/著 （自由国民社 2009.8） J002/ｱｶ 1109746264

●『親子で楽しむアウトドア料理

手軽でおいしい！』 太田潤/著 （PHP 研究所 2010.5）
［PHP ビジュアル実用 BOOKS］ 596.4/ｵｵ 1109898631

●『中高生のための科学自由研究ガイド

科学コンテストに挑戦しよう！』
ターニャ・
M.ヴィッカーズ/著，西本 昌司［ほか］/監訳 （三省堂 2015.9） ﾃｺ 407/ﾋﾂ 1111098297

●『ロープとひも結びの基本 アウトドアでも毎日のくらしでも応用自在！』 （JTB パブリッシング
2012.4） ［るるぶ Do!］ 786/ﾛﾌ 1110210900

●『釣りに行こう』 藤井克彦/著 （岩波書店 2003.4） ［岩波ジュニア新書］
●『理系脳を育てる実験と工作

家庭でできる厳選科学実験集 実験編 』、『 工作編 』
日本ガイシ株式会社/協力 佐伯平二、 滝川洋二/実験監修 （ニュートンプレス 2013.7）
［「Newton」別冊 ニュートンムック］ 407/ﾘｹ 1110703626、 1110703635

ﾃｺ J787/ﾌｼ 1108325043

●『退屈をぶっとばせ！ 自分の世界を広げるために本気で遊ぶ』
Joshua Glenn、Elizabeth Foy Larsen/著 大網拓真、渡辺圭介 / 訳 （オライリー・ジャパン
2018.5） ﾃｺ J033/ｸﾚ 1111520308

●『美術館へ行こう』 森山あみ/著 （岩波書店 2013.3） ［岩波ジュニア新書］
ﾃｺ J706/ｸｻ 1110616084

アウトドア（野外活動）
でも役に立つよ！
●『プラネタリウム散歩 日帰り宇宙旅行』
●『やさしい身近な自然観察図鑑 これなあに？に答える生きものガイド 植物 』 岩槻秀明/著、
『 両生類・は虫類・鳥ほか 』 里中遊歩/著、 『 昆虫 』 坂田大輔/著
（いかだ社 2014） ﾃｺ 376.15/ﾔｻ 1110817298、 1110830496、 1110834397
遊ぶ・観察する・学ぶ カラー版』 伊藤勝敏/著
（岩波書店 2007.5） ［岩波ジュニア新書］ ﾃｺ J481/ｲﾄ 1109177606

マーブルブックス/編 （マーブルトロン 2011.7）
［MARBLE BOOKS］ 440.76/ﾌﾗ 1110225161

●『能の本

[1] ～ 2 』 村上ナッツ/文 つだゆみ/マンガ 辰巳満次郎/監修
（西日本出版社 2016.11～2018.3） ﾃｺ 773/ﾑﾗ 1111521181、1111521190

●『海と親しもう

●『歌舞伎一年生 チケットの買い方から観劇心得まで』
中川右介/著 （筑摩書房 2016.8）
ﾃｺ 774/ﾅｶ 1111253204

●『ゆかたの着つけハンドブック

英語訳付き』
2015.5） ［Japanese-English Bilingual Books］

●『花火』

安田多賀子/著 （誠文堂新光社
593.8/ﾔｽ 1111040635

NHK「美の壺」制作班/編 （日本放送出版協会 2008.12） ［NHK 美の壺］
575.98/ﾊﾅ 1109558166
※同シリーズの、『風鈴』 768.18/ﾌｳ 1109197055 （2007.6） 、『扇子』 754/ｾﾝ 1109362220
（2008.2）もオススメです！

［ちくまプリマー新書］

●『花も実もあるよくばり！緑のカーテン

野菜と花おすすめ23品目』 サカタのタネ「緑の
カーテン」普及チーム/著 （農山漁村文化協会 2013.5） 629.75/ﾊﾅ 1110649343

自然の力で暑い夏を乗り切ろう！ おいしいオマケも実ります。
●『ひんやり氷の本

氷から見つけた「食べる」「使う」「知る」ための5つの物語』
前野紀一/監修 （池田書店 2013.6） 451.68/ﾋﾝ 1110675577

おいしいかき氷や氷を使った料理、おうちでできる氷の実験などが楽しめます。

