
 

   

  

職場体験に来てくれた中学生の皆さんから、「おすすめしたい本」を選んで

もらいました。今回はその中からこちらをご紹介します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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６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 ☆ 

 
 

カラーイラスト 
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今月のおススメはこれ！ 
 

 

はじめての研究レポート作成術   

沼崎 一郎/著 岩波書店 Z002.7/ヌマ 

 初めて自分で何かを調べてレポートにまとめる人のための入門書。イン

ターネットや図書館を利用しての研究の進め方やコピペ不要の研究レポー

トの作成術をわかりやすく解説する。 

 

図解でわかる１４歳から知っておきたいＡＩ    

インフォビジュアル研究所/著 太田出版 007.13/イン 

 人工知能（ＡＩ）で仕事の現場はどう変わるのか？ＡＩは人間にどのよ

うな未来をもたらすのか？ＡＩをその誕生から未来までさまざまな面から

解説。 

 

ディープラーニング                   

谷田部 卓/著 創元社 007.13/ヤタ 

 ＡＩ（人工知能）の急速な進化に寄与しているといわれるディープラー

ニング。どういう技術なのか、その仕組みと最新の動向を文章とイラスト

で解説。 

 

その情報、本当ですか？～ネット時代のニュースの読み解き方 

塚田 祐之／著 岩波書店 Z070/ツカ 

 インターネット上で様々な情報があふれる今日、フェイクニュースでは

なく、事実に基づく本当のニュースをどうしたらつかめるのか…長年にわ

たってNHKの報道番組ディレクターとして報道に携わってきた著者が、

情報の正しい読み取り方を伝える。 

 

 

 

僕がロボットをつくる理由～未来の生き方を日常からデザインする       

石黒 浩/著 世界思想社 114.2/イシ 

 ロボット研究者である著者が、「食べる」、「着る」、「話す」など身近なテ

ーマについて語る。著者の経験や考え方から、普段なにげなく過ごしてい

る日常が、未来の社会へとつながっていく。 

 

お隣りのイスラーム～日本に暮らすムスリムに会いにいく            

森 まゆみ／著 紀伊國屋書店 167/モリ 

 著者が日本に住む１３人のイスラーム圏の人々を訪問して、その生き方

や考え方について話を聞いた。多様なイスラームの世界が見えてくる。 

 

中学校の歴史が１冊でしっかりわかる本 

重野 陽二郎／著 かんき出版 210.1/シゲ 

歴史は暗記科目だと思っている中高生や、歴史の基本を知っておきたい

と思う社会人へ…予備校の日本史の講師である著者が、「流れ」や「つなが

り」がわかるように中学校の歴史を解説。 

 

おカネの教室～僕らがおかしなクラブで学んだ秘密 

高井 浩章/著 インプレス 330.4/タカ 

 中学校で希望のクラブに落ちた僕が入ったのは、そろばんを使わないそ

ろばんクラブで、最初の宿題は、「かせぐ」、「ぬすむ」、「もらう」以外にお

金を手に入れる方法を３つ挙げること…。新聞記者である著者が、自身の

子どものために書いた、経済やお金の仕組みがわかる物語。 

 

ありえない１３８億年史～宇宙誕生と私たちを結ぶビッグヒストリー 

ウォルター・アルバレス/著 山田 美明/訳 光文社 450/アル 

 現在の人間世界は、地球の誕生以来４６億年の間に起きた偶然の結果で

ある。宇宙の誕生から現在までの壮大な歴史を綴った科学エッセイ。 

 

 



道具を使うカラスの物語～生物界随一の頭脳をもつ鳥 カレドニアガラス    

パメラ・S．ターナー/著 アンディ・コミンズ/撮影  

グイード・デ・フィリッポ/挿絵 杉田 昭栄/監訳 須部 宗生/翻訳 

緑書房 488.99/タナ 

 ニューカレドニアカラスは、道具を使うだけではなく、道具を作る能力

をもっている。ニューカレドニアカラスの能力に迫る。 

   

じつはと～ってもへんな人のからだ        

中山 智央/監修 伊藤 ハムスター/絵 総合法令出版 491.3/ナカ 

 くちびるが赤色の理由は？からだの中で１番温度が低いのはどこ？一日

につくられるなみだの量は？…不思議だらけのからだのしくみについて、

イラスト入りで紹介。 

 

スマホゲーム依存症           

樋口 進/著 内外出版社 493.74/ヒグ 

 いつでもどこでもプレイできるスマホゲームには、依存リスクがある。

依存のメカニズム、依存かなと思ったときにどうするべきか、依存の治療

法を精神科医が解説。依存に悩む家族へのアドバイスも。 

 

単位と記号パーフェクトガイド～目で見て実感！くらしで出会う単位と記

号がすぐにわかる 

単位と記号パーフェクトガイド編集チーム/編 誠文堂新光社 609/セイ 

 長さ【m】、質量【kg】、電流【A】など、わたしたちの身のまわりには

たくさんの記号や単位があふれている。これらについて、例を多く取り上

げて詳しく解説。 

 

過去六年間を顧みて～かこさとし小学校卒業のときの絵日記 

かこ さとし/著 偕成社 726.601/カコ 

 絵本作家かこさとし氏が 1938年、小学校卒業の際に小学校時代につい

てつづった絵日記。当時の思い出の聞き書きも掲載。 

 

壁を越える～車いすのラガーマン パラリンピックへの挑戦  

三阪 洋行/著 山川出版社 783.48/ミサ 

 高校生の時、ラグビーの練習中に頸髄損傷し、車いす生活となった著者

が、車いすラグビーと出会い、選手そしてコーチとしてパラリンピックへ。

いくつもの壁を越えながらリオで感動の涙を流すまで。 

 

青くて痛くて脆い 

住野 よる/著 KADOKAWA 913.6/スミ 

 人に不用意に近づきすぎないことと誰かの意見に反する意見を出来るだ

け口に出さないことを人生のテーマとしている僕が、大学で、理想を追い

求める秋吉と出会い、作った秘密結社モアイ。時がたち変わってしまった

モアイに対して僕は…。青春の輝きと痛みを描いた小説。 

 

邪馬台戦記 Ⅰ 闇の牛王 

東郷 隆/作 佐竹 美保/絵 静山社 Z913.8/トウ/1 

 弥生時代の最後期、ウクイ村のススヒコとツナテは、生口（奴隷）とし

てクナ国へ連れて行かれる。一方、漢土から来た公達は、卑弥呼にクナ国

王の首を獲るよう依頼され…。歴史冒険小説。 

 

レモンの図書室       

ジョー・コットリル/作 杉田 七重/訳 小学館 Z933.7/コツ 

 母親を亡くし、父親と二人暮らしのカリプソは、本が大好き。いつも一

人で本を読んでいるが、ある日、転校生のメイに話しかけられ…。本が好

きな二人の友情と家族の物語。 

 

ハリー・ポッターと魔法の歴史 

ブルームズベリー社/編 松岡 佑子/日本語版監修 宮川 未葉/翻訳  

静山社 933.7/ブル 

 『ハリー・ポッターと賢者の石』の出版２０周年を記念して大英図書館

で開催された「ハリー・ポッター 魔法の歴史展」の展示物を掲載。 



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 

親子で学ぶスマホとネットを安心

に使う本 

鈴木 朋子/著 坂元 章/監修  

技術評論社 

007.3/ｽｽﾞ 

高校生が教わる「情報社会」の

授業が３時間でわかる本 

沼 晃介/著  

翔泳社 

007.3/ﾇﾏ 

いちばんやさしいＡＩ＜人工知能

＞超入門 

大西 可奈子/著  

マイナビ出版 

007.13/ｵｵ 

１０代からのプログラミング教室 矢沢 久雄/著 河出書房新社 Z007.64/ﾔｻﾞ 

わたしは１０歳、本を知らずに育

ったの。～アジアの子どもたちに

届けられた２７万冊の本 

シャンティ国際ボランティア会/編 

鈴木 晶子/山本 英里/三宅 隆

史/著 合同出版 

016.282/ｼﾔ 

どんな絵本を読んできた？ 「この絵本が好き！」編集部/編  

こうの 史代/イラスト  

平凡社 

019.53/ﾍｲ 

今すぐ読みたい！１０代のため

の YAブックガイド１５０！２ 

金原 瑞人/ひこ・田中/監修  

ポプラ社 

Z019.5/ｶﾈ/2 

わたしの名前は「本」 ジョン・アガード/作 ニール・パッカ

ー/画 金原 瑞人/訳  

フィルムアート社 

020.2/ｱｶﾞ 

New Scientist 起源図鑑～ビッ

グバンからへそのゴマまでほと

んどあらゆることの歴史 

グレアム・ロートン/著  

ジェニファー・ダニエル/絵  

佐藤 やえ/訳  

ディスカヴァー・トゥエンティワン 

033/ﾛﾄ 

君の悩みに答えよう～青年心理

学者と考える１０代・２０代のた

めの生きるヒント 

日本青年心理学会/企画 大野 

久/小塩 真司/佐藤 有耕/白井 

利明/平石 賢二/溝上 慎一/三

好 昭子/若松 養亮/編集  

福村出版 

159.7/ﾆﾎ 

ヨーロッパ文明の起源～聖書が

伝える古代オリエントの世界 

池上 英洋/著  

筑摩書房 

Z209.33/ｲｹ 

榎本武揚と明治維新～旧幕臣

の描いた近代化 

黒瀧 秀久/著  

岩波書店 

Z289.1 /ｴﾉ 

宇宙飛行の父ツィオルコフスキ

ー～人類が宇宙へ行くまで 

的川 泰宣/著  

勉誠出版 

289.3/ﾂｲ 

書名 著者名・出版社 請求記号 

中学校の地理が１冊でしっかり

わかる本～日本と世界の「な

ぜ？」が見える！ 

宮路 秀作/著  

かんき出版 

290/ﾐﾔ 

バナの戦争～ツイートで世界を

変えた７歳少女の物語 

バナ・アベド/著  金井 真弓/訳 

飛鳥新社 

302.275/ｱﾍﾞ 

「国境なき医師団」を見に行く いとう せいこう/著 講談社 329.36/ｲﾄ 

新しい時代のお金の教科書 山口 揚平/著 筑摩書房 Z337/ﾔﾏ 

SURVIVE！～「もしも」を生き延

びるサバイバル手帖 

ガイ・キャンベルほか/著 間芝 勇

輔/イラスト 岩田 佳代子/訳  

文響社 

369.3/ｷﾔ 

探偵フレディの数学事件ファイ

ル～LA 発犯罪と恋をめぐる１４

のミステリー 

ジェイムズ・D．スタイン/著  

藤原 多伽夫/訳  

化学同人 

410.4/ｽﾀ 

高校生からわかるベクトル解析 涌井 良幸/著 ベレ出版 414.7/ﾜｸ 

ベイズ統計学 松原 望/著 創元社 417/ﾏﾂ 

世界は変形菌でいっぱいだ 増井 真那/著 朝日出版社 Z473.37/ﾏｽ 

図解 なんかへんな生きもの ぬまがさ ワタリ/絵・文 光文社 480.4/ﾇﾏ 

高校生からわかる原子力 池上 彰/著 集英社 539/ｲｹ 

ロボットが家にやってきたら…～

人間とＡＩの未来 

遠藤 薫/著  

岩波書店 

Z548.3/ｴﾝ 

人生で大切なことは月光荘おじ

さんから学んだ 

月光荘画材店/著  

産業編集センター  

576.97/ｹﾞﾂ 

クニマスは生きていた！ 池田 まき子/著 汐文社 Z664.61/ｲｹ 

吹部ノート③ 「１２分間」そのた

めに綴った言葉が自分を変える 

オザワ部長/著 

ベストセラーズ 

764.6/ｵｻﾞ/3 

能の本 ２ 村上 ナッツ/文 つだ ゆみ/マン

ガ 辰巳 満次郎/監修  

西日本出版社 

773/ﾑﾗ/2 

１５歳～サッカーで生きると誓っ

た日 

梅崎 司/著  

東邦出版 

783.47/ｳﾒ 

キズナキス 梨屋 アリエ/著 静山社 Z913.8/ﾅｼ 

臆病な詩人、街へ出る。 文月 悠光/著 立東舎 914.6/ﾌｽﾞ 

雪の夜は小さなホテルで謎解き

を 

ケイト・ミルフォード/著  

山田 久美子/訳 東京創元社 

933.7/ﾐﾙ 

デルフィーヌの友情 デルフィーヌ・ド・ヴィガン/著 湯原 

かの子/訳 水声社 

953.7/ﾋﾞｶﾞ 

 


