宇宙には、だれかいますか？

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

～科学者 18 人にお尋ねします。

2017 年６月発行

440.4/サト
佐藤 勝彦/監修 縣 秀彦/編集 河出書房新社
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地球外の宇宙に生命はいるのだろうか? 生物学、
化学、物理学、生命科学、天文学…。各分野のトッ
プランナー18 人が最新成果をもとに究極の謎に答
を出す。科学者自筆の宇宙人イラストも収録。

正しいコピペのすすめ
～模倣、創造、著作権と私たち

Ｚ021.2/ミヤ

宮武 久佳/著 岩波書店（岩波ジュニア新書）
ネットで調べ、ワープロやスマホで文章を書く時代
にはルール上、
「許されるコピペ」と「許されないコ
ピペ」がある。コピーやコピペがあふれる社会と著作
権について、基本的な部分を平易に説明する。

ティーンズコーナーでは、みなさんの

最新のイベント情報をおしらせ

オリジナルイラスト を大募集！

図書館ホームページはこちらから

『GATE ★ BOOK 』の表紙にしたり、

おのいとさん
すてきなイラストを ありがとう
ネコさんも 図書館へＧＯ！

展示したり♪
ティーンズ
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カラーイラスト

コーナーの
ポストに入れてね ☆
(携帯電話用)

（PC・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用）

山形県立図書館

山形県山形市緑町 1 丁目２－３６
電話 023-631-2523

今月のおススメはこれ！

池上彰の中学生から考える選挙と未来
池上 彰/監修 文溪堂

Ｚ314.8/イケ

・中学生からわかる、池上彰の「選挙」の本

夢を追いかける起業家たち
18 歳からはじめる情報法

米丸 恒治/編 法律文化社 ００７.３/ヨネ

335.13/ギル

サラ・ギルバート、アーロン・フリッシュ、ヴァレリー・ボッデン/著

「情報や通信は憲法とどのようにかかわっているのか」
「ネットのセキュリ

原 丈人/日本語版監修 野沢 佳織/訳 西村書店

ティはどのように法制化されているのか」など、情報と法に関する 15 テ

世界有数のアメリカのグローバル企業をおこした若き起業家たちの発想の

ーマをわかりやすく解説。

原点と、新たな技術を駆使して世界を変えていった足跡をつづる。

あなたの感じていることは大切にしていいんです
伊藤 守/著

Ｙ159/イト

フジモトマサル/絵 方丈社

気をつけよう！ブラックバイト・ブラック企業【全 3 巻】
ブラックバイトから子どもたちを守る会/編

汐文社

Ｚ366.14/ブラ

《マインドフルネス・レッスン》不安なとき、先が見えないとき、今ある

仕事を始めるとき、ブラックバイトやブラック企業のトラブルに巻き込ま

自分に目を向ける余裕を失ってしまう。そんなときは、深呼吸して「今、

れないよう、働く人のルールを身につける本。1 巻は賃金、2 巻は労働時

ここ」にいる自分をじっくり味わおう。

間、3 巻は罰金や弁償、いじめ、それぞれに関するトラブルの例を紹介。

101 人が選ぶ「とっておきの言葉」

Ｚ159.8/カワ

どうなってるんだろう？ 子どもの法律

367.6/ヤマ

河出書房新社/編 河出書房新社

山下 敏雄、渡辺 雅之/編著

高文研

俳優、スポーツ選手、小説家、芸人、学者、起業家など、さまざまな分野

「部活動の連帯責任って?」「路上ライブを警察に止められた」…。未成年

で活躍中の 101 人が選ぶ「とっておきの言葉」を選んだ理由とともに紹介。

の子どもをめぐる学校・家・職場の困りごと、性や犯罪についての 36 の
質問に子どもの味方の弁護士が答える。

土偶のリアル
譽田 亜紀子/著 武藤 康弘/監修 スソアキコ/絵

210.25/コン
山川出版社

難民と生きる

長坂 道子/著

新日本出版社

369.38/ナガ

国宝 5 体と必見の土偶を、多数のカラー図版、貴重資料とともに紹介。縄

アパートをシェアしたり、自宅に難民を迎え入れたり。ドイツの人々はな

文人との関係、現代に暮らす発掘した人々との関係も綴る。

ぜ日常的に難民を受け入れたのか。どのように難民と暮らしているのか。
彼らの生の声をまとめる。

いろいろな性、いろいろな生きかた【全 3 巻】

Ｚ367.9/ワタ

渡辺 大輔/監修 ポプラ社

国立科学博物館のひみつ

さまざまなセクシュアリティを知るための導入編、だれもが居心地よくす

成毛 眞/著

ごせるかを考える学校編、みんなが生きやすい社会にするための活動をし

2015 年夏、バージョンアップした地球館を中心に、研究者に聞いた国立

ている人たちの生き方を知る社会編。性と向き合う人たちのインタビュー

科学博物館の見どころ&遊びどころいっぱい、公認ガイドブック第 2 弾。

を紹介。性と自分らしさについて考えるためのブックガイド付き。

地球館探検編

406.9/ナル

国立科学博物館/監修 ブックマン社

◎前の巻は『国立科学博物館のひみつ』（Ｙ406.9/ナル）

はじめまして、子どもの権利条約
川名 はつ子/監修

369.4/カワ

チャーリー・ノーマン/イラスト

東海教育研究所

世界 10000 年の名作住宅

エクスナレッジ

527.02/エク

人間はこれまでどんな家に住んできたか? ボツワナの移動式住居、ドイツ

1989 年に国際連合で採択された「子どもの権利条約」
。条文の意味や、子

の伝統木組み民家、中国の巨大円形マンション…。世界 39 ケ国の住宅 100

どもたちの置かれている立場・状況をわかりやすく解説する。

を年代順に写真とイラストで読み解く。

宇宙はなぜ「暗い」のか？

灯台に恋したらどうだい？

津村 耕司/著 ベレ出版 440/ツム

不動 まゆう/著 洋泉社

557.5/フド

無限の空間に無限の恒星が一様に散らばっているとしたら、空は全体が太

あなたの知らない灯台の世界へようこそ！灯台マニアの著者が、灯台の持

陽面のように明るいはず? さまざまな角度から「宇宙の明るさ」について

つさまざまな「美」を写真とともに紹介します。灯台の役割や各部の名称

探ることでその疑問を解き明かし、宇宙の姿をとらえる。

といった基礎知識や、灯台の光り方、灯台建設の歴史についても解説。

脳の神秘を探ってみよう

ミツバチと暮らす

（いのちの不思議を考えよう３）460.4/アサ/3

藤原 誠太/著 地球丸

646.9/フジ

朝日新聞出版/編 テルモ生命科学芸術財団「生命科学ＤＯＫＩＤＯＫＩ研

ミツバチと暮らす人々を紹介するとともに、ミツバチと仲よく暮らすため

究室」協力

の方法を Q&A 形式で解説。ミツバチを飼うメリットや、そろえるべき養

朝日新聞出版

記憶力は高められるの? トップアスリートの脳の使い方って? 注目の生命

蜂具、飼うために必要な届け出なども教えます。はちみつレシピつき。

科学者たちが、脳科学の最新動向をやさしく語る。
アリハラせんぱいと救えないやっかいさん
クマムシ博士のクマムシへんてこ最強伝説

483.993/ホリ

913.6/アガ

阿川 せんり/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

堀川 大樹/著 日経ナショナル ジオグラフィック社

北大 2 年のコドリは、ある理由から“真の変人”を追い求めている。だが

極限状態でも生きていられる、驚くべき生物クマムシ。その信じがたい生

それゆえ、
“やっかいさん”から好かれがち。ある日、心理学系コース 4 年・

態から愛すべき弱点まで、クマムシ博士の研究室の成果を紹介。

アリハラと「とんでもない出会い方」をして…。こじらせ系青春小説。

覚えておこう応急手当

１７歳のうた

492.29/カト

坂井 希久子/著 文藝春秋

913.6/サカ

加藤 啓一/監著 少年写真新聞社

京都の舞妓、青森の剣道女子、福岡のマイルドヤンキー、和歌山の神社の

一次救命処置、日常的なけが、緊急時の手当、乳幼児の手当など、病院に

娘、山形のご当地アイドル…。まったく異なる環境で生きる 5 人の“17

行くまでに必要な手当の仕方、学校や家庭に用意しておきたい救急用品と

歳”の衝動を焼きつけた連作短編集。

その使い方、具体的な事故防止対策について、写真とイラストで解説。
からっぽ
「がん」になるってどんなこと？

494.5/ハヤ

たいくつ

どようびは

まだ

913.68/イツ

「いつもありがとう」作文コンクール書籍制作委員会/編 幻冬舎

林 和彦/編著 セブン＆アイ出版

小さいころ、単身赴任をしていたパパが帰ってくる土曜日が待ち遠しくて

がん患者とその家族のリアルな物語を紹介し、もし将来、自分や身近な人

…。子どもが家族に贈る「ありがとう」を伝える全 10 編の短編集。小学

ががんになっても慌てずにがんと向き合えるよう、正しい知識を解説。

生の作文コンクールの入賞作品をもとに、家族のエピソードを小説化。

今日はなにを読もうかな、自分に合う本あるのかな・・・
迷ったらまず手にとってみて

続・カンヴァスの向こう側
フィン・セッテホルム/著

ＳＮＳ炎上

Ｚ913.68/ニツ

ＮＨＫ「オトナヘノベル」制作班/編

Ｚ949.83/セツ/２

リディアとトラの謎

枇谷 玲子/訳

評論社

絵を描くのが大好きな女の子リディアが、新たな冒険にまきこまれ、葛飾
北斎やロビンソン・クルーソー、アインシュタインらに出会い…。実在し

長江 優子、如月 かずさ、鎌倉 ましろ/著

金の星社

た人物や実際の芸術作品、逸話などが登場する歴史絵画ファンタジー。

「カップル動画」
「ネット炎上」をテーマにした、10 代の“リアル”な悩
みにこたえるストーリーを 3 話収録。 ◎「ネットゲーム依存」
「ネットト
ラブル」をテーマにした『ネトゲ中毒』（Ｚ913.8/カマ）もあり。
王様でたどるイギリス史
僕は上手にしゃべれない

椎野 直弥/著

ポプラ社

Ｚ913.8/シイ

Ｚ288.4933/イケ

池上 俊一/著 岩波書店（岩波ジュニア新書）

吃音の悩みをかかえ、中学に入学した悠太。入学式の日には、当然自己紹

ヨーロッパの王室が廃止されたり形式化したりするなか、イギリス王室は

介があるっていうのはわかっていたが…。著者自身の経験をもとに、吃音

今も人気を誇っている。その理由とイギリスの文化や心性の特徴を、千数

に苦しむ少年の葛藤と希望を描いた胸を打つ物語。

百年にわたる王室の「歴史」と個性的な王様たちを通してあぶり出す。

別府倫太郎

別府 倫太郎/著

文藝春秋

914.6/ベツ

東大留学生ディオンが見たニッポン

Ｚ302.1/ン

5 歳で全身性の脱毛症を発症し、腎臓の病気も抱える雪国の少年。小学校

ディオン・ン・ジェ・ティン/著 岩波書店（岩波ジュニア新書）

で「学校に行かない」ことを選んだ彼が、自ら作ったインターネット上の

留学生の目から見た日本を、経験談にもとづいて語るとともに、日本の社

新聞『別府新聞』などで発表した珠玉の文章をまとめる。

会に広く存在している課題について論じる。

コードネーム・ヴェリティ

学校が教えないほんとうの政治の話

エリザベス・ウェイン/著

933.7/ウエ
吉澤 康子/訳

東京創元社

Ｚ310/サイ

斎藤 美奈子/著 筑摩書房（ちくまプリマー新書）

第二次世界大戦中、スパイとしてナチの捕虜になった女性が、親衛隊大尉

保守って何？ リベラルって何? そしてあなたはどっち？ 体制派と反体制

に強制され手記を書いた。それには親友の女性飛行士の戦場の日々が、小

派、資本家と労働者、右翼と左翼…。さまざまな「2 つの選択肢」を示し、

説のように綴られていた。彼女はなぜ手記を物語風に書いたのか?

自分の政治的な立ち位置の見つけ方を指南する。

緑の霧

先生は教えてくれない大学のトリセツ

キャサリン・ヴァン・クリーヴ/作 三辺 律子/訳

Ｚ933.7/クリ
ほるぷ出版

Ｚ377.15/タナ

田中 研之輔/著 筑摩書房（ちくまプリマー新書）

緑の霧がもどってきてから、農園のおだやかな生活が狂いはじめた。

ただ漠然と 4 年間を過ごすのではなく、より良い未来を自らの学びで手に

奇跡の雨は降らなくなり、大好きなエディスおばさんはある日突然、農園

入れよう。大学で教えている著者が、大学生の実態に迫りながら、大学で

を売ろうと言いだし…。動植物と話せる少女・ポリーの成長を描いた物語。

できること、大学の活かし方を紹介する。

