
 

   

  

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」の紹介第３弾！今回はこちらの一冊です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 10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♪ 
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今月のおススメはこれ！ 
 

 

これからの未来を生きる君たちへ 

茂木 健一郎/著 PHPエディターズ・グループ 発売：PHP研究所 

159/モギ 

 変化を恐れるな。根拠のない自信を持て。夢中になって遊べ。そして、

人生に革命を起こせ! 脳科学者・茂木健一郎が、劇的な変化の時代を生きる

ために必要な「脳の総合力」向上に関わるヒントを紹介する。 

 

１０代に語る平成史 

後藤 謙次/著 岩波書店 Z210.77/ゴト 

 平成はどんな時代だったのか。消費税導入、沖縄の苦難、自然災害、中

国の台頭と日中関係…。激動の 30 年を、政治ジャーナリスト・後藤謙次

がテーマごとにわかりやすく解説する。略年表も収録。 

 

アンネ・フランクに会いに行く   

谷口 長世/著 岩波書店 Z289.3/フラ 

 ネオ・ナチの台頭、テロ事件の頻発、ロシアの軍事力の増強など、第二

次大戦前夜に似た不穏な雰囲気が漂う現在。ナチ収容所で 15年の短い生

涯を終えたアンネ・フランクの足跡を追う旅を通して、平和の意味を考え

る。 

 

核兵器はなくせる   

川崎 哲/著 岩波書店 Z319.8/カワ 

 「核兵器禁止条約」の成立に大きく貢献し、ノーベル平和賞を受賞した

NGO・ICAN。その中心にいて、核兵器廃絶のために奔走する著者が、核

の現状や今後について熱く語る。 

 

 

誰のために法は生まれた    

木庭 顕/著 朝日出版社 320.4/コバ 

 替えのきく人間なんて 1 人もいない-。問題を鋭く見つめ、格闘した紀元

前ギリシャ・ローマ人の古典作品などを読解し、全てを貫く原理を取り出

し、法について考える。2017 年に桐蔭学園で中高生のために行われた授

業の記録。 

 

くらべる日本～東西南北    

おかべ たかし/文 山出 高士/写真 東京書籍 361.42/オカ 

 東京都と大阪府の「定食」、山形市と仙台市の「芋煮」、和歌山県と山梨

県の「犬」など、日本全国 31 の文化・風俗の違いを紹介。違いが一目で

分かる写真を掲載し、それぞれの特徴を解説する。 

 

チェンジの扉～児童労働に向き合って気づいたこと    

ACE/著 安田 菜津紀/写真 集英社 366.38/エス 

 人生は選択でき、変えることができる-。児童労働という問題に向き合っ

たことで、自分の人生を取り戻した子どもやその親、地域の人達のストー

リーを、安田菜津紀の写真とともに紹介する。多様性の社会を生き抜くヒ

ントが満載。 

 

不登校でも大丈夫       末富 晶/著 岩波書店 Z371.42/スエ 

 「不登校児だった過去は幸福な人生につながる必要な時間だった」 小 3

から約 7 年間を不登校児として過ごし、現在はエッセイスト・生け花アー

ティストとして活動する著者が、生き難さを抱える子ども達に自身のこれ

までを語る。 

 

学校に行きたくない君へ～大先輩たちが語る生き方のヒント。    

全国不登校新聞社/編 ポプラ社 371.42/ゼン 

 生き続けなきゃもったいない! 不登校の若者たちが体当たりで引き出し

た、樹木希林をはじめとする人生の先輩たち 20 名の本音のインタビュー

集。『不登校新聞』掲載記事を加筆修正し、書き下ろしを加える。 



先生は教えてくれない就活のトリセツ    

田中 研之輔/著 筑摩書房 Z377.9/タナ 

 就活への準備を進め、数カ月に及ぶ選考期間を戦い抜く実践的な手引書。

企業選び、エントリーシート、面接等について成功するためのメソッドを

紹介。これからの人生をデザインしていくために必要な働き方の本質や意

味も伝える。 

 

数学の研究をはじめようⅤ オイラーをモデルに数論研究 

飯高 茂/著 現代数学社 410.7/イイ/5 

 「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

く試み。5 は、「完全数の新しい世界」を引き継ぎ、ウルトラ完全数、高次

オイラー関数などの研究を収録する。『現代数学』連載に書き下ろしを加え

単行本化。 

 

天文学者に素朴な疑問をぶつけたら宇宙科学の最先端までわかったはなし 

津村 耕司/著 大和書房 440/ツム 

 地球は本当に丸いんですか? 地球や太陽といった身近な存在から、天文

学の最先端をいく天の川・銀河・系外惑星、地球外生命やタイムマシンま

で、宇宙に関する素朴な疑問を、天文学者がわかりやすく解説する。 

 

４０億年、いのちの旅 

伊藤 明夫/著 岩波書店 Z461/イト 

 いのちとは何か? どのようにして生まれたのか? どのように考えられて

きたのか? いのちのつながりをテーマに、私たちの来た道と、これから行

く道を探る。著者が小中学校で行った出前授業をもとに書籍化。 

 

ほんとうはこわい植物図鑑 

小林 正明/監修 高橋 のぞむ/絵 大泉書店 470.4/コバ 

 「閉じ込めて溶かす」「栄養を盗む」「虫をあやつる」…。これ全部、植

物のしわざです! あらゆる工夫をしてしたたかに生きる、植物のこわくてか

しこい生態をイラストとともに紹介します。 

生まれたときからせつない動物図鑑       ダイヤモンド社 480.4/バカ 

ブルック・バーカー/著 丸山 貴史/監訳 服部 京子/訳  

 カンガルーの子どもは袋の中でうんこする、ハトの両親は赤ちゃんを 1

か月間監禁する、シャチの赤ちゃんは眠ると死ぬ…。動物たちの「せつな

い真実」をイラストとともに紹介する図鑑、第 2 弾。 

 

東京の巨大地下網１０１の謎～巨大地下空間、隠された地下網、その秘密

を追う！         

森岡 知範 ほか/著 宝島社 510/モリ 

 東京駅の下に広がる迷路のような地下街、地下 42 メートルの深さにあ

る大江戸線六本木駅、東京ドーム 3 杯分の地下貯水網…。東京の地下に発

達する世界を案内する。巻頭に折り込みのカラーページあり。 

 

ザ☆単位のマンガ～メートルくんたちが教える単位の話         

産業技術総合研究所計量標準総合センター/監修 うえたに夫婦/著  

大和書房 609/ウエ 

 誰が、いつ、世界をはかるモノサシを発明したのか。メートル(長さ)、キ

ログラム(質量)、秒(時間)、カンデラ(光度)などの単位をキャラクターにし

て、単位の成り立ちや意味、使い方などをマンガで解説する。 

 

それでも人を信じた猫～黒猫みつきの１８０日   

咲 セリ/著 KADOKAWA 645.7/サキ 

 人から虐待を受けたであろう、ひとりぼっちの黒猫が友人に保護され、

我が家にやってきた。すぐになついてくれたけれど…。最期まで精一杯生

きた黒猫の半年間をやさしく見守ったフォトエッセイ。 

 

子どもと木であそぶ～樹木医が教える「木あそび」ガイド         

岩谷 美苗/著 東京書籍 653.2/イワ 

 アオダモの枝で蛍光ペンあそび、ナツメの葉で甘さを感じない実験、ム

クロジの実でイルミネーション…。身近にある木を素材に、親子で楽しく

あそべるアイディアを、樹木医の著者が紹介します。木の豆知識も満載。 



心に風が吹いてくる 青春文学アンソロジー           

高山 実佐/東 直子/千葉 聡/編 三省堂 902.3/タカ 

 小説やエッセイから詩、短歌、俳句まで、若い読者に読んでほしい青春

文学の傑作を集めたブックガイド。友情、恋、家族、未来などのテーマ別

に各作品を部分掲載し、作品解説や、もっと読みたい人への読書案内など

を掲載する。 

 

昔話法廷 Season３           

NHK E テレ「昔話法廷」制作班/編 坂口 理子/原作 イマセン/法律監修 

伊野 孝行/挿画 金の星社 Z913.8/エヌ/3 

 母ガニと幼い子ガニを殺したサルは死刑か? 無期懲役か? 昔話の登場人

物たちを現代の法律で裁く、NHK E テレの「昔話法廷」を書籍化。「ヘン

ゼルとグレーテル」「さるかに合戦」の 2つの裁判を収録。 

 

奏のフォルテ         黒川 裕子/著 講談社 Z913.8/クロ 

 ぼくは勇気がほしい。自分ひとりの音だけに満たされた防音ルームから

飛びだして、だれかの心に踏み込む勇気。そのことで傷ついたってかまわ

ないと思えるくらいの勇気が…。ホルン奏者、遠峰奏 14 歳の「愛」をさ

がす輪舞曲。 

 

ある晴れた夏の朝 

小手鞠 るい/著 偕成社 Z913.8/コデ 

 アメリカの 8 人の高校生が、日本に対するアメリカの原子力爆弾投下の

是非について、原爆肯定派と否定派に分かれて討論する。日系アメリカ人

のメイは、否定派の 1人として演壇に立つことになり…。 

 

猫町くんと猫と黒猫 

樒屋 京介/著 小学館 913.6/ミツ 

猫町くんは、人に化けられる特技で高校に通うことになる。そこで、東

京から来た黒猫と白い猫になってしまった先輩と出逢い、人間相手の恋に

落ち…。尾道を疾走する青春群像劇。 

結び蝶物語            

横山 充男/作 カタヒラ シュンシ/絵 あかね書房 Z913.8/ヨコ 

 夏休みを祖母の家で過ごした中学生のあかりは、家紋の「二つ蝶」に出

会ったことをきっかけに、滋賀、神戸、京都の神社を訪ねて自らのルーツ

を探る。そして時代を超えた三つの物語を見つめていく-。 

 

南西の風やや強く 

吉野 万理子/著 あすなろ書房 Z913.8/ヨシ 

 親に言われるがまま難関中学をめざし、勉強づけの日々を送っていた伊

吹。夏の夜、思いがけない出会いが伊吹を変えていき…。2人の少年と 1

人の少女の海辺の青春グラフィティ。『小説新潮』掲載に加筆し、書き下ろ

しを加える。 

  

 

 

 

 

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ス」をしています。調べもので

困った時は、お気軽にご相談くださいね。あなたの調べものを職員がお手

伝いしますよ。 

 

なお、鑑定、宿題、クイズなど、お答えできない質問もあります。 

よくいただく質問については、パスファインダー〔郷土の事項、生活の

情報、自由研究などの調べ方４２項目〕や、山形県関係文献目録〔山形県

関係の事項、人物の関連書籍など一覧〕を参考にしてください。 

知ってる   レファレンスサービス 


