
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 

              

 

 

  

 

 

大人じゃない。でも子どもでもない！そんな君のためのブックガイド・GATE☆BOOK（ゲートブック） 

山形県立図書館 最新のイベント情報はこちらから 

HP            Twitter 

 展示  

「本の森のくまさん 

～ある日くまさんに出会った！？～」 

日程：１２月２１日（火）～１月１５日（土） 

場所：１階 企画展示Ａコーナー 

→くま関係の児童書の展示。勉強の息抜きにどうぞ。 

 

 イベント  

「紙芝居のひろば」 

日程：１２月 1８日（土）１０：３０～ 

場所：アクティブラーニングルーム 

→大人も子供も楽しめる紙芝居の上演会。事前申込制。

当日でも空きがあれば大歓迎です。 

休館日にご注意！ 

令和 3 年 1月 16 日～1月 23 日は 

蔵書点検のため休館とさせていただきます。 

ご理解・ご協力をお願いいたします。 
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Twitter、 

はじめていました。 

（裏面にＱＲコード） 

 

 

イベント 

展示情報 

冬はイベントがたくさんあるよ。 



 

   ティーンズコーナー今月のおススメa 
 

地球で暮らすきみたちに知ってほしい 50 のこと 

ラース・ヘンリク・オーゴード／著，枇谷 玲子／訳 晶文社 

034.97-オゴ 

 死んだらどうなるの？時間って何？SDGｓ先進国であるデンマーク発の

「科学教養」本。誰もが思いつく５０の疑問について答える一冊。 

 

本当の「心の強さ」ってなんだろう？一生を支える折れないメンタルのつ

くり方 

齋藤 孝／著 誠文堂新光社 159.7-サイ 

鋼メンタルとはよく聞くけれど、この本ではしなやかで折れない、再生

力があってたくましい「柳のメンタル」を身につけるための方法を伝授。 

 

しれっと逃げ出すための本。 

ヨシダ ナギ／著 PHP研究所 Z159.7-ヨシ 

 逃げることは悪いことなのか。集団生活、受験、就活など現状から逃げ

出したくても逃げられない人たちのために、「しれっと」逃げ出す方法を

ゆる～く伝える。 

 

モブなのにすごいことしちゃった!日本史の偉人たち 世界はモブのおかげ

でできている! 

大澤 研一／監修，伊野 孝行／イラスト，笠井 木々路／編・文，朝日新

聞出版／編著 朝日新聞出版 281.04-オオ 

 あまり有名にはなっていない、教科書にも載っていない。だけど個性あ

ふれる“すごい”偉人７０人をご紹介。歴史好きから初心者まで楽しめる

一冊。 

 

 

 

 

 

 

戦争とバスタオル  

安田 浩一／文，金井 真紀／文と絵 亜紀書房 291.09-ヤス 

 お風呂×戦争の社会派ゆる紀行。戦争で「加」害と「被」害の交差点と

なった地の温泉・銭湯をノンフィクションライターと文筆家・イラストレ

ーターの二人がゆく。 

 

おとなを動かす悩み相談クエスト こども六法 NEXT  

山崎 聡一郎／監修，森井 ケンシロウ／漫画，古城 宏／漫画原作 小学

館 

Ｚ371.42-ヤマ 

 話を聞いてくれない大人の「まあまあ言葉」を撃退し、本当に頼れる大

人を見つけ出そう！「相談力」を高める一冊。 

 

あたらしいお金の教科書 ありがとうをはこぶお金、やさしさがめぐる社

会  

新井 和宏／著 山川出版社 337-アラ 

 これからの時代に合った生き方をはぐくむために大切なお金の話。親し

みやすいイラストも豊富。 

 

しんどい時の自分の守り方 10 代から知っておきたいメンタルケア 

増田 史／著 ナツメ社 371.47-マス 

 しんどさを手放し、もっとラクに生きるために、中学生・高校生から大

人まで知っておきたい自分でできる心のケア。悩みを相談できる連絡先の

一覧もついた本。 

 

 

 



 

 

 

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー The Real British 

Secondary School Days 2 

ブレイディみかこ／著 新潮社 376.333-プレ-２ 

 「一生モノの課題図書」と言われた話題作がついに完結。ビジネスの授

業やノンバイナリーの教員、大好きなじいちゃんからの手紙など様々な出

来事を通し、「ぼく」は大人へのらせん階段を上っていく。 

 

数学クラスタが集まって本気で大喜利してみた 

いっくん／著 KADOKAWA 410.79-イツ 

 Twitter で話題の「数学を愛する会」から待望の数学読み物が登場。「数

学の問題に答えは一つ」という常識を覆す、数学が面白くなる一冊。「円

を三等分せよ」というお題への解答は、「１２０度ずつ分ける」のみでは

なく…？ 

 

図解でわかる 14 歳からの脱炭素社会 

インフォビジュアル研究所／著 太田出版 519-イン 

 次世代が生きる「脱炭素社会」とは？持続可能な再生エネルギーについ

て、豊富でわかりやすい図解と共に解説。 

 

漫画方丈記 日本最古の災害文学 

鴨 長明／著，信吉／漫画 文響社 726.1-カモ 

 何かと不安な現代に共感度１００％？枕草子・徒然草とならぶ日本三大

随筆が漫画化。ミニマリスト、断捨離、自分探しなど生きづらさの原点が

ここにあるかも。 

 

 

 

 

 

 

 

推しことば類語辞典 巧みな単語で「好き」を拡散! 

山口 謠司／監修，じじぃ／マンガ・イラスト 814.5-ヤマ 

 想いを伝えたいのに「ヤバい」「すごい」「最高」以外の言葉が出てこな

い…！そんな人のための類語辞典。 

 

文豪きょうは何の日? 

立東舎／編 立東舎，リットーミュージック(発売)  910.26-リツ 

 「1 月 17 日、芥川龍之介がインフルエンザにかかり、10日間ほど寝

込む。」「8月 4 日、内田百閒が妻の提案で生まれて初めてキュウリの味噌

汁を食べる。」あの文豪はきょうをどうして過ごしたのか…毎日が文豪記

念日。 

 

変な家 

雨穴／著 飛鳥新社 913.6-ウケ 

 Youtube 再生回数９００万回以上！話題の不動産ミステリー「変な

家」が待望の書籍化。さらなる続きも掲載され、この一冊で謎の全てが解

き明かされる。 

 

刺青 

谷崎 潤一郎／著，夜汽車／絵 913.6-タニ 

 「お前さんの命を貰った代りに、私はさぞ美しくなったろうねえ。」 

文豪の名作×人気イラストレーター「乙女の本棚」シリーズの第２１弾。 

小説としても画集としても楽しめる魅惑の一冊。 

 

 

 

 

 



 

こちらの本も皆さんを待っています！ 
書名 著者名・出版社 請求記号 

アプリケーションエンジニアになるに

は 

小杉 眞紀／著，吉田 真奈／

著，山田 幸彦／著  

007.63-コス 

10代のための読書地図 本の雑誌編集部／編 本の雑誌

社 

019.5-ホン 

YA図書総目録 2021 ヤングアダルト図書総目録刊行

会 

028.09-ヤン 

 

日本の装束解剖図鑑 古代から現

代までイラストで読み解く有職故実

の世界 

八條 忠基／著 エクスナレッジ 210.098- ハ

チ 

一度読んだら絶対に忘れない世界

史人物 事典  公 立高校教師

YouTuberが書いた 

山崎 圭一／著 SB クリエイティ

ブ 

280.4-ヤマ 

こども六法の使い方 山崎 聡一郎／著 弘文堂 320.7-ヤマ 

SDGs 入門 未来を変えるみんなの

ために 

蟹江 憲史／著 岩波書店 Ｚ333.8-カニ 

図解でわかる 14歳からの LGBTQ+ 社会応援ネットワーク／著 太田

出版 

367.97-シヤ 

図解身近にあふれる「自然災害」が

3時間でわかる本 思わずだれかに

話したくなる 

左巻 健男／編著 明日香出版

社 

369.3-サマ 

タマゴマンは中学生 坂本 勤／著 北海道新聞社 374.13-サカ 

自宅学習の強化書 塾へ行かなく

ても成績が超アップ! 

葉一／著 フォレスト出版 375-ハイ 

古典がおいしい!平安時代のスイー

ツ 

前川 佳代／著，宍戸 香美／著 

かもがわ出版 

Ｚ 383.81- マ

エ 

妖怪がやってくる 佐々木 高弘／著 岩波書店 Ｚ388.1-ササ 

世界のふしぎなことわざ図鑑 320

のことわざで世界が見渡せる 

北村 孝一／著，伊藤 ハムスタ

ー／イラスト，ことわざ学会／協

力 KADOKAWA 

388.8-キタ 

文系のためのめっちゃやさしい物理 松尾 泰／監修 ニュートンプレ

ス 

420-マツ 

 

 

 

書名 著者名・出版社 請求記号 

天気と気象大図鑑 VISUAL BOOK 

OF THE WEATHER 

荒木 健太郎／監修 ニュートン

プレス 

451-アラ 

ゆるかわ古生物図鑑 高橋 のぞむ／作・絵，土屋 健

／監修 西東社 

457.8-タカ 

うちのネコ、ボクの目玉を食べちゃ

うの? お答えします !みんなが知り

たい死体のコト 

ケイトリン・ドーティ／著，十倉 

実佳子／訳 化学同人 

491.358-ドテ 

それでも僕は歩き続ける 田中 陽希／著 平凡社 786-タナ 

日本語をもっとつかまえろ! 飯間 浩明／文，金井 真紀／絵 

毎日新聞出版 

810.4-イイ 

ポジティブことば選び辞典 学研プラス 814.5-ガク 

死にたがりの君に贈る物語 綾崎 隼／著 ポプラ社 913.6-アヤ 

火車の残花 浮雲心霊奇譚 神永 学／著 集英社 913.6-カミ 

愛されなくても別に 武田 綾乃／著 講談社 913.6-タケ 

君と、眠らないまま夢をみる 遠野 海人／[著]  KADOKAWA 913.6-トオ 

ス リ ー ピ ン グ事 故物件  THE 

SLEEPING HOUSE HISTORY 

西澤 保彦／著 コスミック出版 913.6-ニシ 

金の角持つ子どもたち 藤岡 陽子／著 集英社 913.6-フジ 

余命 3000文字 村崎 羯諦／著 913.6-ムラ 

文豪誕生 7 人の文豪たちのデビュ

ー作・出世作 

芥川 龍之介／著，太宰 治／

著，織田 作之助／著，坂口 安

吾／著，中島 敦／著，江戸川 

乱歩／著，谷崎  潤一郎／著 

新紀元社 

913.68-アク 

文豪中学生日記 小手鞠 るい／著 あすなろ書房 Ｚ913.8-コデ 

なりきり訳枕草子 平安の衣食住を

知れば古典がわかる 

清少納言／著，八條 忠基／訳 

淡交社 

914.3-セイ 

  


