
平成２７年度ＹＡ*cafe活動報告                      平成 28年 3月 1日作成 

 

 
第 21 回（2015 年度 1 回） 2015 年 5 月 24 日（日） 13:30～15:30  

渋谷ヒカリエ 8 階 Creative Lounge MOV / KOKUYO ミーティングルーム 9 にて 

 

第 22 回（2015 年度 2 回） 2015 年 7 月 26 日（日） 13:30～15:30  

渋谷ヒカリエ 8 階 Creative Lounge MOV / KOKUYO ミーティングルーム 9 にて 

 

第 23 回（2015 年度 3 回） 2015 年 10 月 25 日（日） 13:30～15:30  

ＦＯＲＵＭ８（フォーラムエイト）５階 500 会議室にて 

 

第 24 回（2015 年度 4 回） 2015 年 12 月 27 日（日） 13:30～15:30  

渋谷ヒカリエ 8 階 Creative Lounge MOV / KOKUYO ミーティングルーム 9 にて 

 

第 25 回（2015 年度 5 回） 2016 年 2 月 28 日（日） 13:30～15:30  

渋谷ヒカリエ 8 階 Creative Lounge MOV / KOKUYO ミーティングルーム 9 にて 

 

主催 YARC <Yung Adult Reading Club> 
 

 

 

各回の内容   進行 梨屋アリエ 

 

 自己紹介 

 テーマの本トーク 

 休憩 

 おすすめのＹＡ作品トーク 

 

 
ＹＡ*ｃａｆｅ参加人数 

第１回（通算 21回）11名（司会・スタッフ含む） 

第 2回（通算 22回）9名（司会・スタッフ含む） 

第 3回（通算 23回）13名（司会・スタッフ含む） 

第 4回（通算 24回）8名（司会・スタッフ含む） 

第 5回（通算 25回）8名（司会・スタッフ含む） 

のべ 49名（うちＹＡＲＣ司会・スタッフのべ 10名） 

 

 

参加費 39名×300円 合計 11,700円  

（他、ＹＡＲＣスタッフ分 3000円）。 

 

寄付 3,000円 上尾市のＮＰＯ法人「バリアフリー読書サークル YAクラブ」様より 

 

子どもゆめ基金助成金確定額 136,000円   

 
 

 
2015年度は子どもゆめ基金の助成を受けました。 

  



第 21回（5年目 1回） 2015年 5月 24日（日） 13:30～15:30  

参加メンバーは、11名（スタッフ含め）。席替えなしで、全体でお話ししました。 

ＹＡ*cafeのチラシＰＤＦファイル 

 

 今回のテーマの本 

＊安東みきえ著『ゆめみ駅 遺失物駅』 （ポプラ社）。 

ゆめみの駅 遺失物係 (teens’ best selections)  

 

 ゆめみの駅 遺失物係 (teens’ best selections)  

 安東みきえ  

 ポプラ社 / 2014年 12月 11日発売  

 

 おすすめのＹＡ作品 

夏の魔法: ペンダーウィックの四姉妹 (Sunnyside Books)  

 

 夏の魔法: ペンダーウィックの四姉妹 (Sunnyside Books)  

 ジーン・バーズオール  

 小峰書店 / 2014年 6月 24日発売  

正しい恨みの晴らし方 (ポプラ新書)  

 

 正しい恨みの晴らし方 (ポプラ新書)  

 中野信子  

 ポプラ社 / 2015年 2月 3日発売  

いのちのパレード  

 いのちのパレード  

 八束澄子  

 講談社 / 2015年 4月 17日発売  

http://yacafe.chagasi.com/yacafe5-1.pdf
http://booklog.jp/users/yacafe/archives/1/4591142361
http://booklog.jp/item/1/4591142361
http://booklog.jp/author/安東みきえ
http://booklog.jp/users/yacafe/archives/1/4338287012
http://booklog.jp/item/1/4338287012
http://booklog.jp/author/ジーン・バーズオール
http://booklog.jp/users/yacafe/archives/1/4591144224
http://booklog.jp/item/1/4591144224
http://booklog.jp/author/中野信子
http://booklog.jp/users/yacafe/archives/1/4062194163
http://booklog.jp/item/1/4062194163
http://booklog.jp/author/八束澄子
http://yacafe.chagasi.com/yacafe5-1.pdf
http://booklog.jp/item/1/4338287012
http://booklog.jp/item/1/4591144224
http://booklog.jp/item/1/4062194163
http://booklog.jp/item/1/4591142361


 

ミムス―宮廷道化師 (Y.A.Books)  

 ミムス―宮廷道化師 (Y.A.Books)  

 リリ・タール  

 小峰書店 / 2009年 12月発売  

クラウス・コルドンベルリン 3部作(全 3巻)  

 

 クラウス・コルドンベルリン 3部作(全 3巻)  

 クラウス・コルドン  

 理論社 / 2007年 5月発売  

希望の地図 3・11から始まる物語 (幻冬舎文庫)  

 

 希望の地図 3・11から始まる物語 (幻冬舎文庫)  

 重松清  

 幻冬舎 / 2015年 2月 10日発売  

体育座りで、空を見上げて (幻冬舎文庫)  

 

 体育座りで、空を見上げて (幻冬舎文庫)  

 椰月美智子  

 幻冬舎 / 2011年 6月 9日発売  

 

風神秘抄  

 風神秘抄  

 荻原規子  

 徳間書店 / 2005年 5月 21日発売  

 

夢の守り人 (新潮文庫)  

 夢の守り人 (新潮文庫)  

 上橋菜穂子  

 新潮社 / 2007年 12月 21日発売  

http://booklog.jp/users/yacafe/archives/1/4338144319
http://booklog.jp/item/1/4338144319
http://booklog.jp/author/リリ・タール
http://booklog.jp/users/yacafe/archives/1/4652094248
http://booklog.jp/item/1/4652094248
http://booklog.jp/author/クラウス・コルドン
http://booklog.jp/users/yacafe/archives/1/4344423089
http://booklog.jp/item/1/4344423089
http://booklog.jp/author/重松清
http://booklog.jp/users/yacafe/archives/1/4344416899
http://booklog.jp/item/1/4344416899
http://booklog.jp/author/椰月美智子
http://booklog.jp/users/yacafe/archives/1/4198620164
http://booklog.jp/item/1/4198620164
http://booklog.jp/author/荻原規子
http://booklog.jp/users/yacafe/archives/1/410130274X
http://booklog.jp/item/1/410130274X
http://booklog.jp/author/上橋菜穂子
http://booklog.jp/item/1/4338144319
http://booklog.jp/item/1/4652094248
http://booklog.jp/item/1/4344423089
http://booklog.jp/item/1/4344416899
http://booklog.jp/item/1/4198620164
http://booklog.jp/item/1/410130274X


キャロリング  

 

 キャロリング  

 有川浩  

 幻冬舎 / 2014年 10月 22日発売  

 

ダレン・シャン 6―バンパイアの運命  

 

 ダレン・シャン 6―バンパイアの運命  

 ダレン・シャン  

 小学館 / 2002年 9月発売  

 

 

 

 
 

  

http://booklog.jp/users/yacafe/archives/1/4344026594
http://booklog.jp/item/1/4344026594
http://booklog.jp/author/有川浩
http://booklog.jp/users/yacafe/archives/1/4092903065
http://booklog.jp/item/1/4092903065
http://booklog.jp/author/ダレン・シャン
http://booklog.jp/item/1/4344026594
http://booklog.jp/item/1/4092903065


第 22回（5年目 2回） 2015年 7月 26日（日） 13:30～15:30  

参加メンバーは、9名（スタッフ含め）。席替えなしで、全体でお話ししました。 

ＹＡ*cafeのチラシ ＰＤＦファイル 

 

 今回のテーマの本 

＊パトリック・ネス著 『まだなにかある』 （辰巳出版）。 

まだなにかある（上）  

パトリック・ネス  

辰巳出版 / 2015年 6月 5日発売  

まだなにかある（下）  

 パトリック・ネス  

 辰巳出版 / 2015年 6月 5日発売  

  

 

 おすすめのＹＡ作品 

 

合成怪物の逆しゅう (冒険ファンタジー名作選)  

 合成怪物の逆しゅう (冒険ファンタジー名作選)  

 レイモンド・F.ジョーンズ  

 岩崎書店 / 2004年 10月発売  

  

心のナイフ 下 （混沌の叫び１） (混沌の叫び 1)  

 

 心のナイフ 下 （混沌の叫び１） (混沌の叫び 1)  

 パトリック・ネス  

 東京創元社 / 2012年 5月 30日発売  

 

 

http://yacafe.chagasi.com/yacafe5-2.pdf
http://booklog.jp/users/yacafe/archives/1/477781503X
http://booklog.jp/author/パトリック・ネス
http://booklog.jp/users/yacafe/archives/1/4777815048
http://booklog.jp/author/パトリック・ネス
http://booklog.jp/users/yacafe/archives/1/4265951376
http://booklog.jp/item/1/4265951376
http://booklog.jp/author/レイモンド・F.ジョーンズ
http://booklog.jp/users/yacafe/archives/1/4488013465
http://booklog.jp/item/1/4488013465
http://booklog.jp/author/パトリック・ネス
http://yacafe.chagasi.com/yacafe5-2.pdf
http://booklog.jp/item/1/477781503X
http://booklog.jp/item/1/4777815048
http://booklog.jp/item/1/4265951376
http://booklog.jp/item/1/4488013465


マザーランドの月 (SUPER!YA)  

 

 マザーランドの月 (SUPER!YA)  

 サリー・ガードナー  

 小学館 / 2015年 5月 20日発売  

さよなら、シリアルキラー (創元推理文庫)  

 

 さよなら、シリアルキラー (創元推理文庫)  

 バリー・ライガ  

 東京創元社 / 2015年 5月 11日発売  

 

わたしの心のなか (この地球を生きる子どもたち)  

 わたしの心のなか (この地球を生きる子どもたち)  

 シャロン・M.ドレイパー  

 鈴木出版 / 2014年 9月 19日発売  

うたうとは小さないのちひろいあげ  

 

 うたうとは小さないのちひろいあげ  

 村上しいこ  

 講談社 / 2015年 5月 26日発売  

 

 
  

http://booklog.jp/users/yacafe/archives/1/4092905769
http://booklog.jp/item/1/4092905769
http://booklog.jp/author/サリー・ガードナー
http://booklog.jp/users/yacafe/archives/1/4488208037
http://booklog.jp/item/1/4488208037
http://booklog.jp/author/バリー・ライガ
http://booklog.jp/users/yacafe/archives/1/4790232948
http://booklog.jp/item/1/4790232948
http://booklog.jp/author/シャロン・M.ドレイパー
http://booklog.jp/users/yacafe/archives/1/4062195097
http://booklog.jp/item/1/4062195097
http://booklog.jp/author/村上しいこ
http://booklog.jp/item/1/4092905769
http://booklog.jp/item/1/4488208037
http://booklog.jp/item/1/4790232948
http://booklog.jp/item/1/4062195097


第 23回（5年目 3回） 2015年 10月 25日（日） 13:30～15:30  

参加メンバーは、13名（スタッフ含め）。席替えなしで、全体でお話ししました。 

ＹＡ*cafeのチラシＰＤＦファイル 

 今回のテーマの本 

＊誉田哲也著 『武士道ジェネレーション』と『武士道シックスティーン』（文芸春秋 刊）。 

武士道ジェネレーション  

 

誉田哲也  

文藝春秋 / 2015年 7月 30日発売  

 

武士道エイティーン (文春文庫)  

誉田哲也  

文藝春秋 / 2012年 2月 10日発売  

 

武士道セブンティーン (文春文庫)  

誉田哲也  

文藝春秋 / 2011年 2月 10日発売  

 

 

武士道シックスティーン (文春文庫)  

誉田哲也  

文藝春秋 / 2010年 2月 10日発売 

 

 おすすめのＹＡ作品 

 

 

 

僕は問題ありません (モーニング KC)  

宮崎夏次系  

 

講談社 / 2013年 8月 23日発売  

 

 

 

 

 

 

夕方までに帰るよ (モーニング KC)  

 

宮崎夏次系  

 

講談社 / 2015年 9月 23日発売  

 

 

 

http://booklog.jp/item/1/4163903003
http://booklog.jp/item/1/4167780046
http://booklog.jp/item/1/4167780011
http://booklog.jp/item/1/4167780038
http://booklog.jp/item/1/4063885070
http://booklog.jp/item/1/406387236X
http://yacafe.chagasi.com/yacafe5-3.pdf
http://booklog.jp/users/yacafe/archives/1/4163903003
http://booklog.jp/author/誉田哲也
http://booklog.jp/item/1/4167780046
http://booklog.jp/author/誉田哲也
http://booklog.jp/item/1/4167780038
http://booklog.jp/author/誉田哲也
http://booklog.jp/item/1/4167780011
http://booklog.jp/author/誉田哲也
http://booklog.jp/item/1/406387236X
http://booklog.jp/author/宮崎夏次系
http://booklog.jp/item/1/4063885070
http://booklog.jp/author/宮崎夏次系
http://yacafe.chagasi.com/yacafe5-3.pdf


 

チェルノブイリの祈り――未来の物語 (岩波現代文庫)  

 

スベトラーナ・アレクシエービッチ  

 

岩波書店 / 2011年 6月 17日発売  

 

 

 

 

 

 

ヤング・アダルト U.S.A. (ポップカルチャーが描く「アメリカの思春期」)  

 

山崎まどか  

 

DU BOOKS / 2015年 8月 6日発売  

 

 

 

 

ワンダー Wonder  

Ｒ・Ｊ・パラシオ  

 

ほるぷ出版 / 2015年 7月 18日発売  

 

 

 

 

「子供を殺してください」という親たち (新潮文庫)  

 

押川剛  

 

新潮社 / 2015年 6月 26日発売  

 

 

 

 

 

シャイローがきた夏  

フィリス・レイノルズ・ネイラー  

あすなろ書房 / 2014年 9月 30日発売  

 

 

 

迷子のアリたち (SUPER!YA)  

 

迷子のアリたち (SUPER!YA)  

 

ジェニー・ヴァレンタイン  

 

小学館 / 2011年 4月 13日発売  

 

 

 

 

 

http://booklog.jp/item/1/4907583567
http://booklog.jp/item/1/4006032250
http://booklog.jp/item/1/459353495X
http://booklog.jp/item/1/4101267618
http://booklog.jp/item/1/4751522299
http://booklog.jp/item/1/4092905653
http://booklog.jp/item/1/4006032250
http://booklog.jp/author/スベトラーナ・アレクシエービッチ
http://booklog.jp/item/1/4907583567
http://booklog.jp/author/山崎まどか
http://booklog.jp/item/1/459353495X
http://booklog.jp/author/Ｒ・Ｊ・パラシオ
http://booklog.jp/item/1/4101267618
http://booklog.jp/author/押川剛
http://booklog.jp/item/1/4751522299
http://booklog.jp/author/フィリス・レイノルズ・ネイラー
http://booklog.jp/users/yacafe/archives/1/4092905653
http://booklog.jp/item/1/4092905653
http://booklog.jp/author/ジェニー・ヴァレンタイン


  

 

 

ユリゴコロ (双葉文庫)  

沼田まほかる  

 

双葉社 / 2014年 1月 9日発売  

 

 

 

 

 

空へ (Sunnyside Books)  

 

いとうみく  

 

小峰書店 / 2014年 9月 10日発売  

 

 

 

  

 

14歳の水平線  

 

椰月美智子  

 

双葉社 / 2015年 7月 18日発売  

 

 

 

 

毒見師イレーナ (ハーパーBOOKS)  

 

マリア・Vスナイダー  

 

ハーパーコリンズ・ ジャパン / 2015年 7月 18日発売  

 

 

 

 

２．４３ 清陰高校男子バレー部 ｓｅｃｏｎｄ ｓｅａｓｏｎ  

 

２．４３ 清陰高校男子バレー部 ｓｅｃｏｎｄ ｓｅａｓｏｎ  

壁井ユカコ  

集英社 / 2015年 6月 5日発売  

 

2.43 清陰高校男子バレー部  

 

2.43 清陰高校男子バレー部  

壁井ユカコ  

集英社 / 2013年 7月 26日発売  

 

 

 

 

 

 

http://booklog.jp/item/1/4575516422
http://booklog.jp/item/1/4338287020
http://booklog.jp/item/1/4575239100
http://booklog.jp/item/1/4596550026
http://booklog.jp/item/1/408771523X
http://booklog.jp/item/1/4575516422
http://booklog.jp/author/沼田まほかる
http://booklog.jp/item/1/4338287020
http://booklog.jp/author/いとうみく
http://booklog.jp/item/1/4575239100
http://booklog.jp/author/椰月美智子
http://booklog.jp/item/1/4596550026
http://booklog.jp/author/マリア・Vスナイダー
http://booklog.jp/users/yacafe/archives/1/4087716147
http://booklog.jp/item/1/4087716147
http://booklog.jp/author/壁井ユカコ
http://booklog.jp/users/yacafe/archives/1/408771523X
http://booklog.jp/item/1/408771523X
http://booklog.jp/author/壁井ユカコ
http://booklog.jp/item/1/4087716147


かめくん (河出文庫)  

 

かめくん (河出文庫)  

 

北野勇作  

 

河出書房新社 / 2012年 8月 4日発売  

 

 

 

 

 

通い猫アルフィーの奇跡 (ハーパーBOOKS)  

 

通い猫アルフィーの奇跡 (ハーパーBOOKS)  

 

レイチェル・ウェルズ  

 

ハーパーコリンズ・ ジャパン / 2015年 9月 19日発売  

 

 

  

 

 

人間の土地 (新潮文庫)  

 

人間の土地 (新潮文庫)  

サン=テグジュペリ  

新潮社 / 1955年 4月 12日発売  

 

 

http://booklog.jp/item/1/4309411673
http://booklog.jp/item/1/4596550042
http://booklog.jp/item/1/4102122028
http://booklog.jp/users/yacafe/archives/1/4309411673
http://booklog.jp/item/1/4309411673
http://booklog.jp/author/北野勇作
http://booklog.jp/users/yacafe/archives/1/4596550042
http://booklog.jp/item/1/4596550042
http://booklog.jp/author/レイチェル・ウェルズ
http://booklog.jp/users/yacafe/archives/1/4102122028
http://booklog.jp/item/1/4102122028
http://booklog.jp/author/サン=テグジュペリ


第 24回（5年目 4回） 2015年 12月 27日（日） 13:30～15:30  

参加メンバーは、8名（スタッフ含め）。席替えなしで、全体でお話ししました。 

ＹＡ*cafeのチラシＰＤＦファイル 

 

 今回のテーマの本 

＊絵本『100万回生きたねこ』（佐野洋子）と１３人の作家によるトリビュート短編集『100万分の 1回のねこ』（講

談社刊）。 

100万分の 1回のねこ  

 100万分の 1回のねこ  

 谷川俊太郎  

 講談社 / 2015年 7月 16日発売  

100万回生きたねこ (講談社の創作絵本)  

 100万回生きたねこ (講談社の創作絵本)  

 佐野洋子  

講談社 / 1977年 10月 19日発売 

 

 おすすめのＹＡ作品 

なりたて中学生 中級編  

 なりたて中学生 中級編  

 ひこ・田中  

 講談社 / 2015年 11月 6日発売  

  

 

透明なゆりかご(1) (KC KISS)  

 透明なゆりかご(1) (KC KISS)  

 沖田×華  

 講談社 / 2015年 5月 13日発売  

http://yacafe.chagasi.com/yacafe5-4.pdf
http://booklog.jp/item/1/4062196018
http://booklog.jp/item/1/4061272748
http://booklog.jp/item/1/4062196980
http://yacafe.chagasi.com/yacafe5-4.pdf
http://booklog.jp/users/yacafe/archives/1/4062196018
http://booklog.jp/item/1/4062196018
http://booklog.jp/author/谷川俊太郎
http://booklog.jp/users/yacafe/archives/1/4061272748
http://booklog.jp/item/1/4061272748
http://booklog.jp/author/佐野洋子
http://booklog.jp/users/yacafe/archives/1/4062196980
http://booklog.jp/item/1/4062196980
http://booklog.jp/author/ひこ・田中
http://booklog.jp/users/yacafe/archives/1/4063409570
http://booklog.jp/item/1/4063409570
http://booklog.jp/author/沖田×華
http://booklog.jp/item/1/4063409570


春や春  

 春や春  

 森谷明子  

 光文社 / 2015年 5月 20日発売  

  

100%月世界少年 (創元 SF文庫)  

 100%月世界少年 (創元 SF文庫)  

 スティーヴン・タニー  

 東京創元社 / 2015年 10月 30日発売  

 

レッド・フォックス カナダの森のキツネ物語 (世界傑作童話シリーズ)  

 レッド・フォックス カナダの森のキツネ物語 (世界傑作童話シリーズ)  

 チャールズ・G・D・ロバーツ  

 福音館書店 / 2015年 10月 14日発売  

 

辺境の老騎士 2 新生の森  

 辺境の老騎士 2 新生の森  

 支援 BIS  

 KADOKAWA/エンターブレイン / 2014年 9月 22日発売  

 

今すぐ読みたい! 10代のための YAブックガイド 150!  

 今すぐ読みたい! 10代のための YAブックガイド 150!  

 金原 瑞人  

 ポプラ社 / 2015年 11月 11日発売  

穴 HOLES (ユースセレクション)  

 

 穴 HOLES (ユースセレクション)  

 ルイス・サッカー  

 講談社 / 1999年 10月 22日発売  
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魔女の宅急便 (角川文庫)  

 

 魔女の宅急便 (角川文庫)  

 角野栄子  

 角川書店 / 2013年 4月 25日発売  
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第 25回（5年目 5回） 2016年 2月 28日（日） 13:30～15:30  

参加メンバーは、8名（スタッフ含め）。席替えなしで、全体でお話ししました。 

ＹＡ*cafeのチラシＰＤＦファイル 

 今回のテーマの本 

＊『明日の子供たち』（有川浩）（幻冬舎刊）。 

明日の子供たち  

 

 明日の子供たち  

 有川浩  

 幻冬舎 / 2014年 8月 8日発売  

 

 

 おすすめのＹＡ作品 

山怪 山人が語る不思議な話  

 

 山怪 山人が語る不思議な話  

 田中康弘  

 山と渓谷社 / 2015年 6月 6日発売  

アサギをよぶ声  

 

 アサギをよぶ声  

 森川成美  

 偕成社 / 2013年 6月 6日発売  

セーラー服の歌人 鳥居 拾った新聞で字を覚えたホームレス少女の物語  

 

 セーラー服の歌人 鳥居 拾った新聞で字を覚えたホームレス少女の物語  

 岩岡千景  

 KADOKAWA/アスキー・メディアワークス / 2016年 2月 9日発売  
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いとの森の家 (一般書)  

 いとの森の家 (一般書)  

 東直子  

 ポプラ社 / 2014年 10月 29日発売  

 

 

リンドグレーンと少女サラ――秘密の往復書簡  

 リンドグレーンと少女サラ――秘密の往復書簡  

 アストリッド・リンドグレーン  

 岩波書店 / 2015年 3月 19日発売  

四十一番の少年 (文春文庫)  

 四十一番の少年 (文春文庫)  

 井上ひさし  

 文藝春秋 / 2010年 12月 3日発売  

 

Darth Paper Strikes Back: An Origami Yoda Book  

 Darth Paper Strikes Back: An Origami Yoda Book  

 Tom Angleberger  

 Harry N. Abrams / 2011年 8月 1日発売  

 

The Strange Case of Origami Yoda  

 The Strange Case of Origami Yoda  

 Tom Angleberger  

Harry N. Abrams / 2010年 3月 1日発売  

 

オリガミ・ヨーダの研究レポート (児童書)  

 オリガミ・ヨーダの研究レポート (児童書)  

 トム・アングルバーガー  

 徳間書店 / 2014年 10月 8日発売  
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チャーシューの月 (Green Books)  

 チャーシューの月 (Green Books)  

 村中李衣  

 小峰書店 / 2013年 1月発売  
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