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順
位

タイトル 著者 出版者 請求記号

1 魔導師は平凡を望む 22 広瀬煉／著
フ ロ ン テ ィ ア
ワークス

F/ﾋﾚ/22

11／イラスト

2 僕らの明日の話をしよう 夏木エル／著 スターツ出版 F/ﾅｴ

2 緑と楯 雪舟えま／著 集英社 F/ﾕｴ

2 風と行く者
上橋菜穂子／作
佐竹美保／絵

偕成社 913/ｳﾅ

3
心が聞こえるわたしと、音のな
いきみの物語

あさぎ千夜春／
著

スターツ出版 F/ｱﾁ

3 まっしょうめん! [2]
あさだりん／作
新井陽次郎／絵

偕成社 913/ｱﾘ

3 そば打ち甲子園!
そば打ち研究部
／著

学研プラス 913/ｿ

4 ネット検索が怖い 神田知宏／著 ポプラ社 007.3/ｶ

4
世界史で読み解く現代ニュース
宗教編

池上彰／ほか著 ポプラ社 204/ｲ

4 名作裁判あの犯人をどう裁く? 森炎／著 ポプラ社 327.6/ﾓ

4
『アメリカ女子♥日本女子』の
リアル

みゃびー／著 KADOKAWA 361.5/ﾐ

4
中高生のための学部選びガイド
経営学部・商学部

大岳美帆／著 ぺりかん社 366.2/ﾅ

4
図解でわかる14歳から知る人
類の脳科学、その現在と未来

松元健二／監修 太田出版 491.37/ｲ

4 ラストラン　ランナー4
あさのあつこ／
著

幻冬舎 F/ｱｱ

4 ぼくは彼女のふりをする 内田裕基／[著] 主婦の友社 F/ｳﾋ

あ
荒木飛呂彦の超偏愛!
映画の掟

2 な 懐かしの空き缶大図鑑 3

さ
仕事に行ってきます８
魚屋の仕事　光司さんの１日

1 ま まるごと エレキギターの本 3

自宅でキャンプ 2 丸の内魔法少女ミラクリーナ 3

人生を変えるアニメ 2

4

♪今月の紹介本　　INDEX♪新型コロナウイルスの影響により、今号の発行が遅れましたことをお詫び

申し上げます。

ちょっと変わった特集を組んでみました！これだけカルチャーが多様化し

てくると「オタクはいまやもう普通の人だ」という声もあるほどです。不

安な時期ですが、みなさんそれぞれ趣味に没頭して、楽しみながら乗り越

えたいですね。

次回は、11月発行予定。秋冬号合併特大号です！お楽しみに（神）

ＹＡ新刊らんきんぐ！
2020年3月～2020年7月の間に届いたＹＡ新刊の中で、最も多く貸出

された本のランキングです。このほかにも読み応えのある新刊が続々入

荷中！お気に入りの1冊を見つけてください♪

『仕事に行ってきます８

魚屋の仕事 光司さんの１日』
埼玉福祉会出版部（366.28/ｴ/8）

みなさんは「LLブック」という本を知っていますか。

「LLブック」とは、「読みやすくてわかりやすい本」のこと

で、いまから50年ほど前にスウェーデンで生まれまし

た。

この本は魚屋ではたらく光司さんの一日を紹介して

います。つりが大好きな光司さんには知的障害という

障害がありますが、明るく働き者の光司さんは職場に

なくてはならない存在なのです。

進め！！オタク道～オタク生活のすすめ

貸出

回数 タイトル 著者 出版社 請求記号

5
図解東大医学部在学中に司法試験も一発合格した
僕のやっているシンプルな勉強法

河野玄斗／著 KADOKAWA 379.7/ｺ

5
彼女が魔女に着替える時
第4回 カクヨムWeb小説コンテスト恋愛部門特別賞

冬村蜜柑／著
青井秋／イラスト

KADOKAWA F/ﾌﾐ

4 2020年6月30日にまたここで会おう 瀧本哲史／著 星海社 159.7/ﾀ

4 自分のこころとうまく付き合う方法
アリス・ジェームズ／ほ

か著 西川知佐／訳
東京書籍 498.39/ｼﾞ

4 13歳からのアート思考 末永幸歩／著 ダイヤモンド社 704/ｽ

4 愛すべき音大生の生態 辛酸なめ子／著 PHPエディターズ・グループ 760.7/ｼ

4 自宅でキャンプ 枻出版社 786.3/ｴ

4 素材採取家の異世界旅行記 8 木乃子増緒／[著] アルファポリス F/ｷﾏ/8

4 勉強が楽しくなっちゃう本 QuizKnock／著 朝日新聞出版 379.7/ｸ

4 山月記
中島敦／著
ねこ助／絵

立東舎 F/ﾅｱ

3 東大式ふせん勉強法 清水章弘／[著]
ディスカヴァー・トゥエンティ
ワン

375/ｼ

3 14歳からの読解力教室 犬塚美輪／著 笠間書院 817.5/ｲ

3 ネコばあさんの家に魔女が来た
第4回 カクヨムWeb小説コンテストキャラクター文芸部門特別賞

赤坂パトリシア／著 KADOKAWA F/ｱﾊﾟ

3 高校生のための税金入門 小塚真啓／編著 三省堂 345/ｺ

3 東大式スマホ勉強術 西岡壱誠／著 文藝春秋 379.7/ﾆ

3 世界でいちばん素敵なお城の教室
加藤理文／監修

ロム・インターナショナル

／編集・文
三才ブックス 521.82/ﾛ

3 猫と竜と冒険王子とぐうたら少女
アマラ／著

大熊まい／イラスト
宝島社 F/ｱﾏ

3 空飛ぶプログラム ドローンエモーション／著 シーアンドアール研究所 007.64/ﾄﾞ

3 理工系大学でどう学ぶ?
広石英記／編著
花崎泉／[ほか]著

東京電機大学出版局 507/ﾋ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Komaki library （YA libra vol.23） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Komaki library （YA libra vol.23）

ガチ恋♡ガチ恋♡ガチ恋♡ガチ恋♡ガチ恋♡ガチ恋♡ガチ恋♡ガチ恋♡ガチ恋♡ガチ恋♡ガチ恋♡ガチ恋♡ガチ恋♡ガチ恋♡

オシ♡オシ♡オシ♡オシ♡オシ♡オシ♡オシ♡オシ♡オシ♡オシ♡オシ♡オシ♡オシ♡オシ♡オシ♡オシ♡オシ♡オシ♡オシ♡オシ♡オシ♡オシ♡

※オタク…特定の分野・物事には異常なほど熱中するが、他への関心が薄く世間との付合いに疎い人。また広く、特定の趣味に過度にのめりこんでいる人。（広辞苑より一部抜粋）　　　

人生を変えるアニメ 河出書房新社（児778）

2

日本というアニメ大国で生まれ育ったのだから、アニメ

オタクになることはごくごく自然なことでしょう。

ここにもたくさんの著名人がイチ推しアニメを紹介して

おり、どれをとってもわが国が誇るべき傑作だと言えま

す。

若い皆さんにこそ、心に届く作品がきっとあるはず！

京都アニメーションへ、追悼の意を込めて―

道

懐かしの空き缶大図鑑
石川浩司／著 東海教育研究所（588.4/ｲ）

荒木飛呂彦の超偏愛!

映画の掟

荒木飛呂彦／著 集英社出版

（778.04/ｱ）

自宅でキャンプ

枻出版社（786.3/ｴ）

丸の内魔法少女ミラクリーナ

村田沙耶香／著 KADOKAWA（F/ﾑｻ）

まるごと

エレキギターの本

藤城祐樹／著 青弓社

（763.55/ﾌ）

エレキギターの教則本はたくさんあ

りますが、メンテナンス、エフェク

ター選び、ライブ演奏の基本が１つ

にまとまったものは多くはありませ

ん。

この本は、エレキギター奏者として

最低限必要な知識がぎっしり詰まっ

た、初級～中級者向けの本です。

テクニックだけでなく、周辺知識も

しっかりつけたい方におすすめの１

冊です。

長かった梅雨も明け、夏休みは短く、

今年の夏は自宅で楽しめるキャンプは

いかがでしょうか?遠くまで行く必要も

ない自宅で楽しめる、日々の生活の気

分転換になる事は間違いないでしょう。

ハマればハマるほど凝った自分だけの

キャンプを作ることができます。マニ

アックな道具もいろいろありますよ。

3

主人公 茅ヶ崎リナは、魔法のコンパクト

で魔法少女に「変身」し、退屈な毎日を乗

り切っている36歳OL。

子供の頃はみんな魔法少女に変身できたの

に、大人になるにつれ多くの人は決別して

しまう。ひょんなことから彼女も自分の中

の正義を疑い始め……。

社会への冷静な視点とキュートな妄想、女

同士の友情を描いた表題作のほか3編収録。

なんかもう全体的にヒリヒリします。

皆さんは外出自粛の生活に飽きてきていませんか？

でもこの生活を今までもこれからも当たり前のように

楽しんでいる人種がいます。

そうです、オタクの皆さんです。

コロナ禍の中、見習うべきはオタク道？

ほら、心の奥のオタクなあなたが

うずき始めていますよ！

1990年代に「さよなら人類」でデビューした伝

説のバンド「たま」。このバンドでパーカッショ

ンを担当していた著者は、ドラムセットではなく、

鍋や桶や空き缶を叩いていました。

そんな著者のもうひとつの顔が「空き缶オタク」。

「自分で探して、自分で飲む」をルールに収集し、

その数なんと３万缶！珍しい缶はもちろん、痛快

なエッセイを書くこの著者の人柄にはまる人も多

いはず！

だって、この本を紹介している私自身がすっかり

「たまオタク」なのですから…

『ジョジョの奇妙な冒険』の著者であ

る荒木飛呂彦先生の視点で映画の面白

さを分析し、ＪＯＪＯの作品を描いた

のか、その一端をうかがえる１冊に

なっています。独特の視点で語る映画

のポイントもさることながら、時折Ｊ

ＯＪＯ作品のセリフも描かれており、

映画好きにもＪＯＪＯ作品好きにもお

すすめの本です。

オタク

オタク生活のすすめ


