次元を超えた探しもの
アルビーのバナナ量子論

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

2018 年 1 月発行

クリストファー・エッジ/作 横山 和江/訳
ウチダ ヒロコ/絵 くもん出版
ＹＺ933.7/エツ
地球にそっくりだが、細かい点が異なっている世
界“パラレルワールド”が無限にあるという。い
くつかのパラレルワールドに行ったアルビー少年

れもんさんより

が見つけたものとは…。科学がおもしろくなる SF
冒険ファンタジー。

カレーライスを一から作る
前田 亜紀/著

ポプラ社

Ｚ610/マエ

みんなが、あたりまえのように食べている「カレー
ライス」。その材料である野菜、スパイス、お肉、

スミ子さんより

お米、塩から、器やスプーンまで、すべてを「一」
から作った、武蔵野美術大学「関野ゼミ」の 9 か月
間の記録。

たとえば こんな レファレンス！？

最新の

Ｑ．小正月の行事「カセドリ」は上山市が有名ですが、古くは村山地方や米

イベント情報を

沢近辺でもあったと聞きました。本当ですか？

おしらせ！！

Ａ．次の資料に、置賜、村山、最上、庄内の四地域別に、県内の約 30 地域

図書館ホームページは

で「カセドリ」行事に関する調査結果の概要がのべられています。また、市

こちらから ☞ ☞ ☞
(携帯電話用)

町村史（『山形市史』など）や、郷土の風土記などにも「カセドリ」行事が
行われたとの記載があります。
『山形県にみる「カセドリ」の習俗』（『東北民俗 第 10 輯』からのコピー）より

山形県立図書館

（PC・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用）

山形県山形市緑町 1 丁目２－３６
電話

023-631-2523

科学を伝え、社会とつなぐ

今月のおススメはこれ！

国立科学博物館/編

サイエンスコミュニケーションのはじめかた

丸善出版

407/コク

サイエンスコミュニケーションとは、
「一般の人々と科学の専門家」
「社会
脱ネット・スマホ中毒
遠藤 美季/著

高原 玲/漫画

0０７.３/エン

と科学」をつなぐ活動のこと。サイエンスコミュニケータの養成に取り組

誠文堂新光社

んできた国立科学博物館が、サイエンスコミュニケーションの事例や考え

中高生に広がるスマホ依存、パートナー間のネット依存、低年齢化が進む

方を紹介。

オンラインゲーム依存…。なぜハマるのか、どうすれば抜け出せるのかを
会話形式で解説する。

完全数の新しい世界

数学の研究をはじめようⅣ

410.7/イイ/4

飯高 茂/著 現代数学社
ぼくは 13 歳、任務は自爆テロ。
永井 陽右/著

316.4/ナガ

「高校生にも十分わかる」をテーマに、数学の新しい研究をすすめていく

合同出版

試み。4 巻は、スーパー完全数、究極の完全数など完全数概念を一般化し、

世界最悪の紛争地ソマリアをなんとかしたい。現代のテロと紛争の解決に

得られた数多の完全数についての研究を収録する。

向けた新たなアプローチ。ソマリア人ギャングを脱過激化し、社会に復帰
させるプロジェクトに取り組んできた著者らの考え、テロと紛争の解決策

宇宙用語図鑑

を紹介する。

二間瀬 敏史/著

440/フタ
中村 俊宏/構成 徳丸 ゆう/絵

マガジンハウス

超新星、ハビタブルゾーン、暗黒物質、ケプラーの法則、ニュートリノ、
私、日本に住んでいます

Ｚ334.41/カク

重力波…。宇宙と天文に関する「基本キーワード」「重要キーワード」を、

スベンドリニ・カクチ/著 岩波書店（岩波ジュニア新書）

短い文章とイラストでわかりやすく解説する。

外国から来て、いま日本に住んでいる人たちは、日本でどのように暮らし、
何を感じているのか? 留学生、DJ、落語家、お笑い芸人、写真家など、外

どうぶつたちの給食時間

国から来たさまざまな人の声を紹介する。

並木 美砂子/著

480.76/ナミ

旅するミシン店

動物園動物の「幸せ」とは? 長年動物公園に勤務し、現在は大学教員とし
マネーという名の犬

338.18/シエ

ボード・シェーファー/著 田中 順子/訳

村上 世彰/監修

て研究に取り組む著者が、ゴリラ、ペンギン、ハシビロコウなど人気の動
飛鳥新社

物たちを取り上げ、
「食べる」を中心に解説する。Q&A やコラムも収録。

少女キーラのもとにあらわれた、人間のことばをしゃべる不思議な犬、マ
ネー。マネーはキーラに、お金と世の中、そして人生の仕組みを説き…。

写真家だけが知っている動物たちの物語

481.7/コツ

物語仕立ての「お金」の入門書。

ロザムンド・キッドマン・コックス/著 片山 美佳子/訳
日経ナショナル ジオグラフィック社
アザラシが人にペンギンをプレゼント。シマウマの子をかわいがるライオ
ン…。ワイルドライフ・フォトグラファー・オブ・ザ・イヤーを受賞した
動物写真のなかから、記憶に残る魅力的な写真を厳選して掲載。

闘え！高専ロボコン
萱原 正嗣/著

548.3/カヤ

見ル野 栄司/イラスト

それ！獣医学のスペシャリストに聞いてみよう！
日本獣医学会/編

649.04/ニホ

学窓社

全国高等専門学校ロボットコンテスト事務局/監修

犬や猫って風邪をひくの? 動物実験を獣医師はどう思っているの? 日本獣

ＫＫベストセラーズ

医学会のホームページに寄せられた、動物および動物の病気に関すること

30 周年を迎えるアイデア対決・全国高等専門学校

や、獣医師の仕事の内容、獣医師になるための進路などの質問に答える。

ロボットコンテスト「高専ロボコン」。各校の製作
の様子から地区大会、全国大会までを追う。ロボコ

不思議の国のアリス

コンプリート・イラストレーションズ

ン史に残る伝説のロボットを紹介する「ロボコン年

ルイス・キャロル/原作

鑑」付き。

グラフィック社

ジョン・テニエル/絵

楠本 君恵/訳

726.501/キヤ

「不思議の国のアリス」の発行元・マクミラン社は、1865 年の発行以来、
農学が世界を救う！

Ｚ610.1/ショ

ジョン・テニエルが描いた挿絵の色付けを何人かの画家に依頼してきた。

正源寺 眞一・太田 寛行・安田 弘法/編著 岩波書店（岩波ジュニア新書）

全バージョンの挿絵と彩色を物語とともに楽しめる、世界ではじめての本。

人びとのくらしを豊かにし、自然環境を保全し、生き物たちとの共生を目
指す-。自然科学や人文社会科学の成果も活用して、食料・生命・環境のい

ひふみんの将棋入門

ろいろな問題に挑戦する「農学」の可能性と魅力を紹介する。

加藤 一二三/著

796/カト

産経新聞出版

現役勤続年数最長、公式戦対局数最多、18 歳 A 級昇段最速の歴代 1 位記
農業を繋ぐ人たち
湯川 真理子/著

611.7/ユカ

録を樹立した「将棋界のレジェンド」による、わかりやすい将棋の入門書。

西日本出版社

3 手詰将棋など全 50 問を収録するほか、基本ルールや役立つ法則などを

後継者のいない希少な独活を未来へ繫ぐ、若手だけで出荷組合を作る…。

紹介する。

毎日放送の生活情報番組「ちちんぷいぷい」で農業者を取材し続ける放送
作家・湯川真理子が、
「農業で生きていく」と決めた人達のリアルな物語を

スカートはかなきゃダメですか？

紹介。

名取 寛人/著

769.91/ナト

理論社

「少年のような少女時代」
「バレエとの出会い」
「性別適合手術で男性に」
「結
ヤギ飼いになる

645.4/ヤギ

ヤギ好き編集部/編 平林 美紀/撮影 中西 良孝/監修

婚と家庭」…。世界的に有名な男性だけのバレエ団で活躍した唯一の日本
誠文堂新光社

人・名取寛人が語る、女として生まれて男になるまでと、夢の叶え方。

ヤギは、エサの費用も手間も他の動物ほどかからず、場所があれば個人の
家でも飼うことができます。ヤギの飼い方をはじめ、ヤギ写真講座、ヤギ

平常心のレッスン。

のミルクを使ったレシピ、ヤギに会えるスポットなどを紹介します。

岡本 美鈴/著

785.28/オカ

旬報社

呼吸を意識する。雑念をふりはらわない。怖れを手なずける…。地下鉄サ
リン事件の被害者から、フリーダイビングの世界チャンピオンとなった著
者が、極限の世界でみつけたぶれない心のつくり方を伝える。

「かっこいい」の鍛え方
里村 明衣子/著

788.2/サト

インプレス

あなたとわたしのドキュメンタリー
成宮 アイコ/著

911.52/ナル

書肆侃侃房

「かっこいい」ははじめから備わっているものではなく、鍛えて身につく

全国で朗読ライブを行い、普遍的に「生きづらさ」を抱える多くの現代人

もの-。15 歳からプロレス一筋、センダイガールズプロレスリング社長で

の共感を呼んでいる詩人・成宮アイコ。その全力のメッセージをつづった

あり、現役の選手である著者が、自身の生きざまを描く。

ドキュメント・エッセイ。作家・雨宮処凛との対談も収録。

なくなりそうな世界のことば

さよなら、田中さん

吉岡 乾/著

西 淑/イラスト

802/ヨシ
創元社

鈴木 るりか/著

913.6/スズ

小学館

バスク語、コワール語、サーミ語、アイヌ語…。世界の 50 の少数言語の

田中花実は小学 6 年生。ビンボーな母子家庭だけれど、底抜けに明るいた

中から、各言語の研究者たちが思い思いの視点で選んだ「そのことばらし

くましいお母さんと、毎日大笑い、大食らいで生きている…。母娘を中心

い」単語に、文と絵を添えて紹介します。

とした日常の事件を、鮮やかな筆致で描いた連作短編集。全 5 編を収録。

大声のすすめ。

凍てつく海のむこうに

乙津 理風/著

809.2/オツ

晶文社

Ｚ933.7/セペ

ルータ・セペティス/作 野沢 佳織/訳 岩波書店

喉とからだをゆるめ、お腹から響く声を出す! 詩吟師範が、呼吸と姿勢の基

第二次世界大戦末期。ソ連軍の侵攻がはじまるなか、ナチス・ドイツ政府

本、リラックスの仕方から、発音を改善し「伝わる言葉の使い方」を身に

は孤立した東プロイセンから、バルト海を経由して住民を避難させる作戦

つけるワークまで、イラスト図解多数で紹介する。

を敢行したが…。海運史上最大の惨事を、4 人の若者の視点で描く歴史フ
ィクション。

マツリカ・マトリョシカ
相沢 沙呼/著

913.6/アイ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

わたしがいどんだ戦い 1939 年

Ｚ933.7/ブラ

男子高校生の柴山は、廃墟ビルに住む謎の美女・マツリカさんに命じられ、

キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー/作

大作 道子/訳

評論社

学校の怪談を調査している。ある日、
「開かずの扉の胡蝶さん」の怪談を耳

1939 年。2 度目の世界大戦さなかのロンドン。足の悪いエイダは、けん

にするが、その部屋で事件が発生し…。時を超えた密室の謎に挑む本格ミ

めいに歩く練習をしていた。歩けさえすれば、弟といっしょに疎開できる!

ステリ。

自分らしく生きるために戦う少女と、彼女をあたたかく包む村の人たちを
描く。

物語と歩いてきた道
上橋 菜穂子/著

914.6/ウエ

偕成社

「精霊の守り人」
「鹿の王」の作者・上橋菜穂子の、単行本未収録のインタ

図書館は本を借りるだけの場所ではありません。みなさんからの疑

ビューやスピーチ、エッセイ、書店でのフェアのために選書した約 700 冊

問・質問に、図書館の資料を元にお答えする「レファレンスサービ

のリストを集成。壮大な物語を描く作家のたどってきた道のりが浮かび上

ス」をしています。調べもので困った時は、気軽にご相談くださいね。

がる。

あなたの調べものを職員がお手伝いしますよ。

