
 

   

  知らなかった、ぼくらの戦争  

アーサー・ビナード/編著 小学館  

210.75/ビナ 

「敵性語」を習い、「毒ガス島」で働き…。もと「敵

国」の詩人が耳をすまし、つかみとった「生きつ

づける体験」。文化放送「アーサー・ビナード「探

しています」」のうち、23 名の戦争体験談を採録

し、加筆・修正して再構成。 

 知って納得！植物栽培のふしぎ 

田中 修/著 高橋 亘/著 日刊工業新聞社 

615/タナ 

なぜ、水を毎日やらないのか? なぜ、ダイコンは

トンネル栽培される…? 植物栽培のふしぎを解

説。植物工場や宇宙ステーションでの栽培の疑問

も取り上げる。植物の巧みな性質を理解し、栽培

に活かすための知識が身につく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   2017年８月発行 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              

 

 

  

 

 
山形県立図書館 

最新のイベント情報をおしらせ 

図書館ホームページはこちらから 

山形県山形市緑町 1 丁目２－３６ 

電話 023-631-2523 

 

(携帯電話用)  （PC・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用） 

ティーンズコーナーでは、みなさんの 

オリジナルイラスト を大募集！ 

『GATE ★ BOOK 』の表紙にしたり、 

展示したり♪ 

ティーンズ 

コーナーの 

ポストに入れてね ☆ 
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今月のおススメはこれ！ 
 

 

 

質問する、問い返す  主体的に学ぶということ   Ｚ002/ナゴ 

名古谷 隆彦/著 岩波書店 （岩波ジュニア新書） 

主体性とは、自分の考えや信念、判断に基づいて行動すること。「そもそも

“考える”ってどういうこと?」「社会は若者にどんな力を期待している?」

「どうすれば主体性が身につく?」…。主体的に生きるための処方箋を探る。 

 

読みたい心に火をつけろ！ 学校図書館大活用術  Ｚ017.4/キノ 

木下 通子/著 岩波書店 （岩波ジュニア新書） 

おいでよ、図書館へ。埼玉県の高校で学校司書をしている著者が、生徒と

のやり取りなど、たくさんのエピソードを織り込んで、日々のイキイキと

した図書館を伝える。本と子どもをつなぐ学校司書の仕事も紹介。 

 

絶望を生きる哲学 池田晶子の言葉  104/イケ 

池田 晶子/著 ＮＰＯ法人わたくし、つまりＮｏｂｏｄｙ/編 講談社 

専門用語による学問としての哲学ではなく、日常の言葉で平易に哲学を語

った池田晶子の言葉を、「不安の正体」「人間の品格」「社会と現実」「他人

と自分」「肉体と精神」など、9 のテーマに沿って引用して編纂する。  

 

反転授業 世界史リーディングス 歴史の流れをつかむ 12 章    

上野 昌之/著 花伝社  209/ウエ 

流れから入ると、世界史はこんなに面白い! 人類の誕生から 21 世紀の今日

まで、各時代・各地域の事柄を概観し、その中にある事象の関係性をとら

え、そこに潜む原理を明らかにする。「世界史 B」に対応。 

 

 

 

14 歳からのパレスチナ問題  Ｚ227.9/ナラ 

奈良本 英佑/著 合同出版 

ユダヤ教・キリスト教・イスラム教という三大宗教の聖地パレスチナでは、

さまざまな人達がぶつかり合い、血を流しながら、平和に生きられる日を

求めて苦闘してきた。120 年の歴史を検証し、紛争を平和的に解決する道

を探る。 

 

ナビラとマララ 「対テロ戦争」に巻き込まれた二人の少女  

宮田 律/著 講談社 Ｚ289.2/レフ 

パキスタンの少女、マララとナビラの運命を分けたものは? 現代イスラム

の研究者が、「対テロ戦争」に巻き込まれた 2 人の少女の身の上に何が起き

たのかを紹介しながら、「対テロ戦争」が終わらない理由を解き明かす。 

 

中高生からの選挙入門   314.8/タニ 

谷 隆一/著 ぺりかん社 

中高生に向けて、選挙がなぜ大事なのか、有権者は選挙とどう向き合って

いくべきかを、具体的な地方選挙の実例をまじえながらわかりやすく解説

する。コラムも掲載。 

 

10 代のための仕事図鑑  Z366.29/オオ 

大泉書店編集部/編 大泉書店 

数年後のあなたは、どんな仕事をしていますか? 10 代の若者が未来を選び

取るための仕事図鑑。361種類の仕事を取り上げ、それぞれの仕事内容や、

その仕事に就くために必要な資格や学歴などを紹介。 

 

孤独な世界の歩き方  367.9/ムラ 

村上 裕/著 イースト・プレス 

虐待、いじめ、自殺未遂、カミングアウト…。ゲイの心理カウンセラーが、

自分自身の半生を紐解きながら、セクシャル・マイノリティの視点と心理

学的視点で、この生きにくい孤独な世界との向き合い方を語る。 

 



中学生になったら  Z376.3/ミヤ 

宮下 聡/著 岩波書店 （岩波ジュニア新書） 

長年教師として中学生と共に生きてきた著者が、人生の土台づくりに懸命

な中学生の姿を伝えるとともに、中学校の生活、勉強方法、学ぶことの意

味、人生をデザインすることなどについて丁寧にアドバイス。悩み相談も

収録。 

 

ばあちゃん助産師
せ ん せ い

 10 歳からの子育てよろず相談  379.9/サカ 

坂本 フジヱ/著 産業編集センター 

日本最高齢助産師による、思春期の子を持つすべての母親たちへの子育て

アドバイス集。思春期の子の心や身体との向き合い方、助産所に寄せられ

た悩み事や質問への答え、子どもたちへのメッセージを収録。 

 

信じてみたい幸せを招く世界のしるし  387.9/ヨネ 

米澤 敬/著 出口 春菜/画 創元社 

耳飾りが落ちる、ワインをこぼす、木曜日のくしゃみ…。本人の意志とは

関係なく「たまたま」出会ったり、「うっかり」やってしまったりする幸せ

の「きざし」や「しるし」。世界各地の吉兆 50 をイラストとともに紹介す

る。 

 

数学の研究をはじめよう（Ⅲ） 410.7/イイ/3 

飯高 茂/著 現代数学社 

 

 

子どもと一緒に覚えたい 道草の名前  470/イナ 

稲垣 栄洋/監修 加古川 利彦/絵 マイルスタッフ 

スミレ、タンポポ、イヌタデ、オオバコ…。よく見かける身近な道端の植

物の、花、葉、茎、種、生え方から、特徴までを、ボタニカルアートや写

真とともに解説。その草花を使った遊びや似た植物も紹介する。 

 

深海生物の「なぜそうなった？」がわかる本  481.74/キタ 

北村 雄一/著 秀和システム 

光迷彩をもつホタルイカ、逆立ち泳ぎをするシーラカンス、目が退化した

クジラウオ、消化器も口も肛門さえももたないガラパゴスハオリムシ…。

深海生物の姿形と生態の謎を、イラストなどとともに解き明かす。 

 

ヤンキー村の農業革命  611.6/タナ 

田中 健二/著 宝島社 

日本の農業を変えるために、千葉・富里市で熱き男たちが立ち上がった! メ

タル社歌「小松菜喝采」、元ヤンインターン募集、チョウザメ養殖…。試行

錯誤しながら農業に奮闘する、元ヤン社長と仲間たちの、掟破りの物語。 

 

車いす犬ラッキー  645.6/コバ 

小林 照幸/著 毎日新聞出版 

交通事故のため自力歩行ができなくなった捨て犬のラッキー。介護が必要

な彼を支えているつもりが、支えられていたのは自分だった-。「ユイ(結い)」

の伝統が息づく徳之島での、犬と人のドラマを通じて、命の意味を問う。 

 

世界のアニマルシェルターは、犬や猫を生かす場所だった。   

本庄 萌/著 ダイヤモンド社  645.6/ホン 

世界のアニマルシェルターには、捨てられたペットと人との理想的な出会

い方があった-。米ロースクールで動物法を学んだ女子学生が、8 カ国・合

計 25 カ所の動物保護施設を訪ねて見聞きしたものをまとめた記録。 

 

海洋高校生たちのまちおこし  660.7/ワタ 

渡邊 憲一/著 成山堂書店 

マコンブを使ったうどん、シロサケから抽出した魚醬油…。「海の力で地域

を元気に!」をテーマに、地元企業や自治体の協力を得ながら取り組んでい

る、新潟県立海洋高等学校の生徒たちのまちおこしの様子をいきいきと描

く。 

 



マルカン大食堂の奇跡  673.97/キタ 

北山 公路/著 双葉社 

花巻市のマルカン大食堂の存続を願い、特大ソフトクリームを愛する地元

高校生たちが先頭を切り署名活動を始めた。地元若手ベンチャー企業家も

立ち上がり大食堂は再オープン。若者たちの草の根運動をまとめたノンフ

ィクション。 

 

14 歳からのマーケティング  675/ナカ 

中野 明/著 総合法令出版 

夏休みの自由研究のテーマにマーケティングを選んだ中学生のアイラとサ

トシが、近所に住む大学院生・コウタから講義を受け…。社会のしくみが

詰まった「マーケティング」が、ストーリーを読むだけで身につく本。 

 

あるかしら書店  726.6/ヨシ 

ヨシタケシンスケ/著 ポプラ社 

「ちょっとヘンな本ってあるかしら?」「これなんてどうかしら!」 「こん

な本、あったらいいな」が詰まった、最高に楽しい妄想書店を、「りんごか

もしれない」の絵本作家、ヨシタケシンスケが描きます。 

 

絶望している暇はない  762.1/タテ 

舘野 泉/著 小学館 

右手を奪われたんじゃない。左手の音楽を与えられたのです-。半身不随か

ら復帰を遂げた奇跡のピアニスト舘野泉による、35 の言葉と付随するエピ

ソードを紹介する。あるがままを受け入れ、人生を前向きに生きるヒント

が満載。 

 

学校へ行けなかった私が「あの花」「ここさけ」を書くまで 912.7/オカ 

岡田 麿里/著 文藝春秋 

人気アニメ「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」「心が叫びたが

ってるんだ。」の脚本家は、小学校高学年から高校時代まで、学校に行けな

かった-。母親との長い時間から外の世界へ出ていくまで、自身の半生を綴

る。 

 

 

カーネーション  Z913.8/イト 

いとう みく/作 酒井 駒子/画 くもん出版 

いつか母は、あたしを愛してくれると信じている。そんなことは無理だと

わかっていても、あたしはあたしの深いところで、いまも願っている-。母

に愛されない娘・娘を愛せない母親を描いた挑戦作。 

 

薫風のカノン 航空自衛隊航空中央音楽隊ノート３  913.6/フク 

福田 和代/著 光文社 

正体不明の審査員、女性漫画家につきまとうストーカー…。新たな事件は

さらなる“謎”がいっぱい! 急展開を迎えた恋の行方にも決着が!? 音楽隊

が奏でる至福の日常ミステリ。『小説宝石』掲載に書き下ろしを加え単行本

化。 

 

炎に恋した少女  Ｚ933.7/バレ 

ジェニー・ヴァレンタイン/作 田中 亜希子/訳 小学館 

父の財産をねらう冷たい母と義理の父。家族の愛を知らずに育った孤独な

少女アイリスが、本当の父とつむいだ最期の日々は、彼女を思いもよらな

い結末へ導こうとしていた…。うそと憎しみの中で見つけた家族愛を描く。 

 

ちいさな国で  953.7/フア 

ガエル・ファイユ/著 加藤 かおり/訳 早川書房 

さまざまな民族が暮らすアフリカの小さな国、ブルンジで、少年ガブリエ

ルは幸せな日々を送っていた。しかし、大統領暗殺をきっかけに内戦が勃

発。平穏な生活は音を立てて崩れていく…。内戦を生き延びた著者の自伝

的小説。 

 


