ガラスの封筒と海と
アレックス・シアラー/著

933.7/シア

金原 瑞人・西本 かおる/訳

求龍堂

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 10 月発行

手紙を瓶に入れて海に投げることは、めずらしい
ことじゃない。だけど海が返事をよこしてくるよ
うになったら…。船乗りの父を海で失った少年が
不思議な体験を経て、一歩大人に成長する姿を描
いたヒューマン・ファンタジー。

い
た
だ
き
ま
し
た
☆
☆
☆

危機の現場に立つ
中満 泉/著

講談社

Ｚ329.33/ナカ

イ
ラ
ス
ト
は

ぷ
か
に
さ
ん
あ か
り ら
が
と
う
！

著者は国連軍縮担当事務次長で、2 人の女の子の
母親でもある。世界各地の難民支援など、苦境に
立つ人々を救う活動に取り組んできた著者の経
験が淡々と冷静に、わかりやすく語られている。
命の危険がある「危機の現場」に立った時、自ら
のモラルコンパス（倫理基準）に従って、事態を
どう判断しどのように行動したか。国際社会で仕
事をしたい人のみならず、伝わってくるものがある。

最新の

知ってる

おとくな レファレンス

図書館は本を借りるだけの場所ではありません。みなさんから

イベント情報を
おしらせ！！

の疑問・質問に、図書館の資料を元にお答えする「レファレンス

図書館ホームページは

サービス」をしています。調べ物で困った時は、気軽にご相談くだ

こちらから ☞ ☞ ☞

(携帯電話用)

（PC・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用）

さいね。あなたのしらべものを職員がお手伝いしますよ。

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

世界の廃墟・遺跡 60

今月のおススメはこれ！

290.87/ハツ

リチャード・ハッパー/著 渡邉 研司/訳 東京書籍
サダムズ・パレス、軍艦島、アテネオリンピック施設…。かつては繁栄を

高校図書館デイズ
成田 康子/著

Ｚ017.4/ナリ

筑摩書房

見せたが、戦い、自然災害、経済破綻、政治的策略など、さまざまな理由

（ちくまプリマー新書）

により人々が去った、世界の廃墟・遺跡・遺構 60 を紹介する。

北海道・札幌南高校の図書館。ここを訪れる生徒達は、本を介して司書の
先生に自分の事を語り出す。青春と本をめぐるかけがえのない話を綴る。

これを知らずに働けますか？
竹信 三恵子/著

人間はだまされる

070/ミウ

三浦 準司/著

理論社

筑摩書房

Ｚ366.021/タケ

（ちくまプリマー新書）

「バイトは休暇が取れない?」「どこまで働くと過労死する?」 そんな学生

あふれる情報とどうつきあうか…。メディアリテラシーを身につけた賢い

の率直な疑問に答え、仕事選び、賃金、労働組合、ワークライフバランス、

情報受信者、発信者になるためにジャーナリストである著者が語る。

解雇など、働く人を守る基礎知識を解説する。

続・哲学用語図鑑

世界に通じるマナーとコミュニケーション

田中 正人/著

中国・日本・英米[分析哲学]編

斎藤 哲也/編集・監修

100/タナ

プレジデント社

横手 尚子/著

横山 カズ/著

岩波書店

Ｚ385.9/ヨコ
（岩波ジュニア新書）

「中国哲学」
「日本哲学」
「大陸哲学」
「英米哲学(分析哲学)」の 4 部構成の

マナーとは、人と関わることを楽しみ、深く味わうための方法です! 基本 5

哲学用語図鑑。諸子百家の思想、明治以降の日本の哲学、20 世紀に生まれ

原則、敬語の使い方、心をつなぐ英語表現など、国際化時代に必要な、実

た大陸哲学と英米哲学の主要な哲学者及び用語をイラストとともに解説。

践で役立つマナーの基本を紹介。

おかあさん、日本の国っていつ始まったの？

図解 身近にあふれる「科学」が３時間でわかる本

武田 ひさこ/著

210.1/タケ

文芸社

左巻 健男/編著

404/サマ

明日香出版社

教科書とは違った視点で、
「古事記」をもとにした日本の始まりから現代ま

羽根のない扇風機はどうやって風を出しているの? ロボット掃除機の頭脳

での日本の歴史を紹介する。

はどうなっているの? 紫外線はカルシウムの吸収を助けるの? 身近にある
物事のしくみや、技術発展を支える科学をやさしく解説する。

土偶界へようこそ

210.25/コン

譽田 亜紀子/著

山川出版社

「トルソーのような土偶」「ストレッチ土偶」など、70 体の土偶たちが織

科学の最前線を歩く

りなすゆるやかでユーモアあふれる世界を、様々な角度からの写真で紹介。

東京大学教養学部/編

404/トウ
白水社

ノーベル賞受賞者から大ベストセラー執筆者まで、<東大駒場>で数百人を前
「国際関係」の基本がイチからわかる本
坂東 太郎/著

319/バン

日本実業出版社

「外交の手順」「国際法の役割」、国と国とのかかわりについての基礎知識
から、世界各地のニュースの背景まで、国際関係の疑問を解き明かす。

に語った、科学と技術のこれから。東京大学教養学部主催の「高校生のた
めの金曜特別講座」をもとに書籍化。

怖くて眠れなくなる植物学
稲垣 栄洋/著

470.4/イナ

・・「理系脳をきたえる！Ｎｅｗｔｏｎライト」シリーズ・・

ＰＨＰエディターズ・グループ

第 1 弾【Ｎｅｗｔｏｎ９月号増刊】のテーマは「統計のきほん」。

食虫植物ハエトリソウ、死骸の花ラフレシア、絞め殺し植物ガジュマル…。

選挙の開票途中なのに「当確」がでるのはなぜ？

謎に満ちた植物の世界は「怖い」、そして「面白い」。

現代の生活に深くかかわっている統計の基本がわかりますよ！

実とタネ キャラクター図鑑
多田 多恵子/著

471.1/タダ

誠文堂新光社

など

世界一まじめなおしっこ研究所

491.348/カネ

金子 大輔/著

保育社

都 あきこ/イラスト

モヒカン野郎のノリノリ飛行「ムクゲ」、寄生植物の腹ぺこダネ「ナンバン

おしっこの大切さと不思議さをまじめに楽しく伝える本。生物学を軸に、

ギセル」…。野菜や果物、木や草花の実とタネをキャラクター化し、その

行動学、心理学、民俗学などへも手を広げつつ、おしっこについて、豊富

生態や生存戦略をわかりやすく解説する。

なイラストとともに解説する。

せつない動物図鑑

秒速８キロメートルの宇宙から

480.4/バカ

[訓練編] [宇宙編]

538.9/オオ

ブルック・バーカー/著 服部 京子/訳 ダイヤモンド社

大西 卓哉/著

宇宙航空研究開発機構/著 教育評論社

トカゲは自分のしっぽを食べる、シマウマはひとりで寝られない、カバは

大西卓哉宇宙飛行士が訓練や日常をつづったブログを書籍化。訓練編は、

好きな子におしっこをかける、アリが寝るのは 1 日に 16 分間だけ…。動

宇宙に旅立つ前の数々のゲン担ぎの話、宇宙飛行士に人気の宇宙食の話な

物たちの「せつない真実」をイラストとともに紹介する。

ど、宇宙に飛び立つまでの訓練期間の日記を写真とともに収録。宇宙編は、
宇宙のトイレの話、臨場感あふれる帰還記事など、宇宙や国際宇宙ステー

いただきますの水族館
中村 元/著

山内 創/著

480.76/ナカ

ション(ISS)に滞在していた期間を収録する。

瀬戸内人

魚が魚を捕食する行動を見せる人気イベント「いただきますライブ」で知

はかりきれない世界の単位

609/ヨネ

られる北海道の「北の大地の水族館」。水族館プロデューサーが館長ととも

米澤 敬/著 日下 明/イラスト

創元社

に、水中世界の魅力と展示にこめた思いを紹介する。

日光のなかに浮遊する塵の数「トラサレーヌ」
、猫がひと跳びする距離「カ
ッツェンシュプルング」…。近代化とともに使われなくなった、人間味あ

Ｚoo っとたのしー！動物園
小宮 輝之/著・写真

489/コミ

ふれるちょっとおかしな単位 50 をイラストとともに紹介します。

文一総合出版

動物園に行く際、見ておきたい・知っておきたい動物の見所を写真で解説。

国連で学んだ修羅場のリーダーシップ

元上野動物園園長の著者だからこそ紹介できる、マル秘エピソードも満載。

忍足 謙朗/著

611.3/オシ

文藝春秋

国際支援の現場でどのように 77 の国籍のチームを率いたのか? 30 年以上
にわたり国連に勤務し、人道支援、開発支援の場で活躍した忍足謙朗が、
忍足流リーダーシップの極意を伝える。

珍獣ドクターのドタバタ診察日記
田向 健一/著

Ｚ649/タム

１５歳、ぬけがら

ポプラ社

Ｚ913.8/クリ

栗沢 まり/著 講談社

母子家庭で中学 3 年生の麻美は、
「いちばんボロい」といわれる市営住宅に

動物病院にやってくる、言葉を話せないさまざまなペットたち。アマガエ

住んでいる。心療内科に通う母は寝ているだけで、食事は給食が頼り。夏

ルからリクガメまで、100 種類を超える動物たちの治療をしてきた著者が、

休み、仲間が非行に手を染めるなか、学習支援塾「まなび〜」に出会う。

生きものの命との向きあい方を綴る。
恋する熱気球
喰ったらヤバいいきもの

664.6/ヒラ

平坂 寛/著

主婦と生活社

サソリモドキの天ぷら、デンキウナギのかば焼き、フナクイムシの踊り食

Ｚ913.8/ナシ

梨屋 アリエ/著 講談社

ヤングアダルト小説の名手が、思春期の恋や性に対する悩みと戸惑いを、
様々な立場の男子目線、女子目線で描いた青春小説集。

い、ガーパイクの丸焼き、キングクラブの浜茹で…。27 種類の「脳が拒絶
する」ヤバい生き物を、探して獲って喰ってみた記録。

羽ばたき

堀辰雄初期ファンタジー傑作集

913.6/ホリ

堀 辰雄/著 長山 靖生/編 彩流社
くらべる値段

675.1/オカ

おかべ たかし/文 山出 高士/写真

天使や妖精が登場し、空を飛ぶイメージと共に、水の中を漂い泳ぐイメー
東京書籍

ジを伴う作品の数々。軽やかな浮遊感がある、静謐で摩訶不思議な世界を

誰もが気になる「値段」の謎を徹底調査! ¥270 と¥1000 の海苔、¥9000

描いた、堀辰雄の初期ファンタジーの傑作２２編を集成。

と¥20000 の包丁など、同じ品目でありながら値段が異なる 2 品を比較し、
写真とともに、その違いがどこにあるかを解説する。

ありったけの春

914.6/モギ

茂木 健一郎/著 夜間飛行

あの頃、感じていた「痛み」の手ざわりを、覚えていますか? あなたの「記
僕はホルンを足で吹く

762.34/クリ

フェリックス・クリーザー/著

憶」に命を吹き込む 46 篇のストーリー。脳科学者・茂木健一郎が、少年

セリーヌ・ラウアー/著

植松 なつみ/訳

時代のエピソードや心象風景を綴る。

ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
両腕がないことを除けば普通の子ども。ホルンが好きだった少年は、いか

エミリ・ディキンスン家のネズミ

Ｚ933.7/スパ

みすず書房

にして世界トップクラスの演奏者になったのか。ホルン奏者の著者が、自

エリザベス・スパイアーズ/著

らの生い立ち、哲学、練習法、音楽への向き合い方などを語る。

白ネズミのエマラインがエミリの部屋の壁穴に越してきた。エミリの詩に

クレア・Ａ・ニヴォラ/絵 長田 弘/訳

エマラインが返事の詩を書いたことで、ふたりの文通が始まった。エマラ
パドルの子

913.6/アブ

虻川枕/著

ポプラ社

インの目を通し、19 世紀アメリカの偉大な詩人の魅力あふれる世界を描く。

中 2 の水野耕太郎は、旧校舎の屋上に広がる水たまりを見つける。そこで
泳いでいたのは、水泳部の水原だった。ひとつずつ世界を変えていく 2 人。

いのちは贈りもの

Ｚ956/クリ

水原が見せた涙の理由を探した水野は、思いもよらない真実に気づき…。

フランシーヌ・クリストフ/著

河野 万里子/訳

岩崎書店

6 歳から 12 歳まで、ナチスドイツによるユダヤ人迫害(ホロコースト)を経
験した著者による手記。平和な生活を奪われ、苛酷な状況に追い込まれて
いく様子を、子どもならではのまっすぐな視点と透明感のある言葉で語る。

