前号に引き続き、職場体験に来てくれた中学生の皆さんから選んでもらっ
た「おすすめしたい本」をご紹介します。今回はこちらの一冊です！

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

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
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『GATE ★ BOOK 』の表紙にしたり、
展示したり♪
ティーンズ

イラストは のん さん からいただきました☆
カラーイラスト

素敵なイラストをありがとう！

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！

図解 身近にあふれる「心理学」が３時間でわかる本
内藤 誼人/著 明日香出版社

140.4/ナイ

「ケンカをするほど仲がいい」はどの程度正しいの? 「ながら学習」は
なぜ効率が悪い? 仕事は心配性な人ほどうまくいく? 身近な日常に関係す
チューリングの考えるキカイ～人工知能の父に学ぶコンピュータ・サイエ

る事例を集めて、心理学の面白さや奥深さを伝える。

ンスの基礎
阿部 彩芽/笠井 琢美/著 技術評論社

007.1/アベ

コンピュータの仕組みを知ることは、計算機理論や数学の基本を学ぶこ

答えのない道徳の問題 どう解く？

ポプラ社 Z150/ヤマ

やまざき ひろし/ぶん きむら よう/にさわだいら はるひと/え

と。現在のコンピュータの基礎を築いたアラン・チューリングの数学的モ

食べていい動物と、食べちゃいけない動物の違いってなんだろう? どう

デルを紐解きながら、コンピュータ・サイエンスの基礎理論をわかりやす

やって解いたらいいか悩む問題たちを掲載。たくさん考え、答えを見つけ、

く解説する。

話し合ってみよう。考えるためのヒントも紹介。

みちのきち 私の一冊

図解でわかる１４歳からの天皇と皇室入門

國學院大學みちのきちプロジェクト/編 弘文堂 019.9/コク

山折 哲雄/監修 大角 修/インフォビジュアル研究所/著

太田出版 288.4/ヤマ

次の時代を担う若者たちに座右の書となる一冊に出会ってほしいという

平成 30 年を区切りに、その翌年には平成時代の象徴天皇が退位するこ

大学関係者の切なる願いからうまれたブックガイド。各界の著名人たちが

とになり、いま改めて注目を浴びる天皇制。その歴史から政治的、文化的

選んだお薦めの一冊を、メッセージを添えて紹介する。

意味までを、豊富なカラー図版とともにわかりやすく解説する。

哲学の奇妙な書棚～パズル，パラドックス，なぞなぞ，へんてこ話

暗闇でも走る～発達障害・うつ・ひきこもりだった僕が不登校・中退者の

Roy Sorensen/著

進学塾をつくった理由

川辺 治之/訳

共立出版 116/ソレ

ユーモアあふれるソレンセン哲学教授が、
「教室の外で見つかる興味深い
論理」を紹介。パラドックスなどの問いも満載でパズル愛好家にもおすす
めの本格的な哲学小話集。

安田 祐輔／著 講談社 289.1/ヤス
発達障害によるいじめ、父の DV、一家離散、非行…。苦難を乗り越え、
不登校、中退、ひきこもり、発達障害など困難を抱えた若者のための個別
指導塾「キズキ共育塾」を立ち上げた著者が、これまでの歩みを綴る。

誰にもわかるハイデガー～文学部唯野教授・最終講義
筒井 康隆/著 河出書房新社

134.96/ツツ

死を忘れて生きつつも、死について知りたい我々が、死ぬまでに読みた
いハイデガーの名著「存在と時間」をわかりやすく正確に抽出した入門書。
1990 年の著者による講演の内容をもとに書籍化。

移民の町サンパウロの子どもたち
ドラウジオ・ヴァレーラ/著

伊藤 秋仁/監訳 フェリッペ・モッタ/監修

松葉 隆/北島 衞/神谷 加奈子/訳 行路社

289.3/バレ

ブラジルの著名な医師であり作家でもある著者の少年時代の回想記。サ
ンパウロで暮らす移民とその子どもたちの生活の様子を生き生きと描く。
ブラジルを理解し、より身近に感じることができるコラムも収録する。

イラスト講義 世界経済～不透明な国際情勢を読み解くための政治経済学

ほぼ命がけサメ図鑑

清水 習/著

沼口 麻子/著 講談社 487.54/ヌマ

一色出版 発売:悠書館

333.6/シミ

発展する国際金融市場や取引のグローバル化、経済格差の拡大、新たな

サメが大好きで、サメの取材活動や情報発信を行っている著者が、サメ

保護貿易…。現在起きている世界の主要な経済イベントの仕組みや歴史的

にまつわる様々な知識や、著者が出会ったサメたちとの体験談、サメ体験

な流れを、大学の先生と学生の会話形式で軽快に解き明かす。

スポットなどを紹介する。
『現代ビジネス』連載をもとに書籍化。折り込み
ページあり。

少女のための性の話
三砂 ちづる/著 ミツイパブリッシング 367.9/ミサ

現役看護師イラストエッセイ 病院というヘンテコな場所が教えてくれた

月経血コントロールって? お産ってどんな経験? 子育てって大変? セ

コト。

仲本 りさ/著 いろは出版

498.14/ナカ

ックスを通じてうつる病気は? 学校も親も伝えにくい性の知識を、やさし

膵臓ガン末期の大石さん、助産師のあかりちゃん…。看護師になりたて

く説明します。自分のからだを受け入れ、女の子の自己肯定感を高める 27

の頃、苦しんでいた私に力をくれた人たち。病院での出来事や自身の看護

篇。

観を絵と言葉でつづった、現役看護師による等身大のイラストエッセイ。

奨学金借りる？借りない？見極めガイド～ここが知りたかった 109 のＱ

水がなくなる日

＆Ａ

久米 忠史／著

合同出版

373.4/クメ

橋本 淳司/著 産業編集センター 517/ハシ

今、水を大切にするだけでは間に合わない事態が急速に起きつつある。

日本一わかりやすい奨学金ガイド。メリットとリスクを正確に理解して

日本の水道管はボロボロ? 水を使いすぎると国が沈む? 水はお金に向かっ

活用するために、本人とその家族の立場に立った利用法を Q&A で解説す

て流れる? 手遅れになる前に知っておきたい水の知識を、イラストを交え

る。給付型奨学金、所得連動返還方式の最新情報も掲載。

て解説。

数学を嫌いにならないで～基本のおさらい篇

部活でスキルアップ！演劇上達バイブル

ダニカ・マッケラー／著 菅野 仁子/訳 岩波書店

Z410/マツ

杉山 純じ/監修 メイツ出版

771/スギ

数学が嫌い? でもあきらめるのはまだ早い! 数学嫌いを克服したアメリ

舞台を作り上げるどの役割にも役立つ! 毎日の効果的な練習メニューか

カの女優ダニカ・マッケラーが、素数・分数・小数などの考え方ややり方

ら、期間に応じた稽古プラン、本番で輝くための意識とコツまで、どのよ

をわかりやすく解説する。練習問題、数学のトラブル解決ガイド付き。

うな部活環境でも実践できる、演劇部のトレーニング方法と注意点を解説。

◎「文章題にいどむ篇」
（Z410/マツ）もあり。
覚えておきたい基本英会話フレーズ１３０
天達のお天気１日１へぇ～～自然にはびっくりがいっぱい！
天達 武史/著 幻冬舎 451.04/アマ
季節ごとに起きている身近な出来事、たまに出会える美しい光景、旬の
食べ物など、天気に関係した自然現象や豆知識をイラストとともに紹介す
る。フジテレビ系列「とくダネ!」のお天気コーナーをもとに書籍化。

小池 直己/著 岩波書店 Z837.8/コイ
中学レベルの基本単語を連ねたイディオムや慣用的フレーズを厳選し、
わかりやすく解説。日常的によく使われる会話例文で、自然な英語表現を
学び、英語コミュニケーションの基礎力を伸ばすことができる一冊。

文豪たちの友情
石井 千湖/著 立東舎 発売:リットーミュージック

910.26/イシ

佐藤春夫と堀口大學は仲良しすぎて男色関係を疑われた? 室生犀星と萩
原朔太郎の出会いは最悪だった? 国木田独歩と田山花袋は同居していても
ケンカばかり? ややこしくて美しい、全 13 組の文豪たちの友情を紹介す
る。
ランドセル俳人からの「卒業」～小林凜俳句・エッセイ集
小林 凜/著

ブックマン社

911.368/コバ

つらいとき、孤独なときに僕の心が自然に、五・七・五という十七文字
に表れた-。壮絶ないじめの日々を俳句にすることで生きてきた少年が、小
学校入学からの出来事を振り返る。俳句も豊富に収録。
リマ・トゥジュ・リマ・トゥジュ・トゥジュ
こまつ あやこ/著

講談社

Z913.8/コマ

マレーシアからの帰国子女、沙弥は日本の中学に順応しようと四苦八苦。

こちらの 本 も皆さんを待っています！
書名
司書のお仕事～お探しの本は
何ですか？
１３歳からの絵本ガイド～ＹＡの
ための１００冊
高校生と考える希望のための教
科書～桐光学園大学訪問授業
まわしよみ新聞をつくろう！
若い読者のための哲学史
友情の哲学～緩いつながりの思
想
アジアに生きるイスラーム
２０１８▸２０１９ エピソードで読む
世界の国２４３
台湾の若者を知りたい
飛び立て！未来～ＦＰ技能士

ある日、延滞本の督促で有名な「督促女王」から図書室に呼び出され、一
緒に「ギンコウ」に行くことに。それは短歌の「吟行」のことだった…。
カーネーション・デイ

ほるぷ出版 Z933.7/アン

ジョン・デヴィッド・アンダーソン/著 久保 陽子/訳
12 歳のトファー、スティーブ、ブランドは、担任・ビクスビー先生の「理
想の最後の日」を叶えるために、学校をサボってお見舞いに行くことにし
たが…。大人になって思い出す<特別な一日>を描いた、少年たちの冒険物語。
赤毛のアン

朝日出版社 933.7/モン

ルーシイ＝モード＝モンゴメリ/作 岸田 衿子/訳

安野 光雅/絵

風光明媚な島の自然から多くのものを受け取り、心優しい人々との魂の
触れ合いを通して、アンは成長し…。名作文学「赤毛のアン」を、詩人で
あり童話作家であった岸田衿子渾身の訳と、画家・安野光雅の叙情豊かな
絵で贈る。

男女平等はどこまで進んだか～
女性差別撤廃条約から考える
昆虫戯画びっくり雑学事典～え
っ！とおどろき、クスッと笑える
世界の海へ、シャチを追え！
サプリメント大図鑑～サプリメン
トの「？」が一目でわかる！
あの人とあの本の話
行為の意味～青春前期の君た
ちへ贈る心の詩
校長先生、がんになる
ザ・ヘイト・ユー・ギヴ～あなたが
くれた憎しみ
フローラ

著者名・出版社
大橋 崇行/著
小曽川 真貴/監修 勉誠出版
金原 瑞人/ひこ・田中/監修
西村書店
桐光学園中学校・高等学校/編
左右社
陸奥 賢/著 創元社
ナイジェル・ウォーバートン/著
月沢 李歌子/訳 すばる舎
藤野 寛/著
作品社
笹川平和財団/編 イースト・プレス
エピソードで読む世界の国編集委
員会/編 山川出版社
水野 俊平/著 岩波書店
ノー スアイラン ド/ＦＰ原稿 ・監修
新田 哲嗣/シナリオ 臼土 きね/
作画 金融財政事情研究会
山下 泰子/矢澤 澄子/監修 国
際女性の地位協会/編 岩波書店
丸山 宗利/文
じゅえき 太郎/漫画 大泉書店
水口 博也/著 岩波書店
佐藤 務/監修 稲葉 貴洋/絵
総合法令出版
瀧井 朝世/著 小学館
宮澤 章二/著
ごま書房新社
小林 豊茂/著 第三文明社
アンジー・トーマス/作
服部 理佳/訳 岩崎書店
エミリー・バー/作 三辺 律子/訳
小学館

請求記号
013.1/ｵｵ
019.53/ｶﾈ
041/ﾄｳ
070/ﾑﾂ
130.2/ｳｵ
158/ﾌｼﾞ
167.2/ｻｻ
290/ﾔﾏ/2018
Z302.224 /ﾐｽﾞ
338.18/ﾉｽ

Z367.2/ﾔﾏ
486.04/ﾏﾙ
Z489.6/ﾐﾅ
498.583/ｻﾄ
910.265/ﾀｷ
911.56/ﾐﾔ
916/ｺﾊﾞ
Z933.7/ﾄﾏ
Z933.7/ﾊﾞ

