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４弾！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

カラーイラスト

素敵なイラストは のん さん からいただきました☆ 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

しししのはなし～宗教学者がこたえる死にまつわる＜４４＋１＞の質問

今月のおススメはこれ！

正木 晃/著

クリハラ タカシ/絵 ＣＣＣメディアハウス

160.4/マサ

死ぬのが怖いのは、なぜ? 自殺は悪いこと? 幽霊はいるのですか? 宗教
学者の正木先生が、死にまつわるさまざまな質問に回答。日常に点在する
シンギュラリティ

さまざまな「死」を通して、「生」の意義を考える本。

神崎 洋治/著 創元社 007.13/コウ
人類が「シンギュラリティ」を迎えるか否かは、
「心や命とは何か?」を
考えることからはじまるのかもしれない-。AI(人工知能)やロボット技術進

ぶ楽しいヒストリー
ローラ・コーワンほか/文

化の現在と近未来を、写真・イラストで解説する。

ト

コンピュータ、どうやってつくったんですか？～はじめて学ぶ

コンピュ

フェデリコ・マリアーニ/パルコ・ポロ/イラス

竹内 薫/訳・監修 小学館 Z204/コワ
情報を視覚的に伝える「インフォグラフィックス」の手法を使った、新

しいタイプの歴史入門書。基礎知識からトリビアまで、世界史にまつわる

ータの歴史としくみ
川添 愛/著

歴史について知っておくべき１００のこと～インフォグラフィックスで学

100 のテーマを選んでわかりやすく図解する。

東京書籍 007.6/カワ

どうしてコンピュータは 0 と 1 だけで複雑な計算ができるの? そもそも
数と数字の違いってなに? 理系男子とヘンテコな妖精の対話形式で、コン
ピュータの歴史としくみをわかりやすく解説する。

生きづらい明治社会～不安と競争の時代
松沢 裕作/著 岩波書店 Z210.6/マツ
景気の急激な変動、出世競争、貧困…。さまざまな困難と向き合いなが
ら、明治時代の人々はどう生きたのか? 不安と競争をキーワードに、明治

東大生の本棚～「読解力」と「思考力」を鍛える本の読み方・選び方
西岡 壱誠/著 日本能率協会マネジメントセンター

という社会を読み解く。

019.12/ニシ

東大生 100 人アンケートでわかった、
「読解力」と「思考力」を鍛える
本の読み方・選び方を徹底解説する。東大生のオススメ本がわかるブック

２０歳（はたち）のソウル～奇跡の告別式、一日だけのブラスバンド
中井 由梨子/作 小学館 289.1/アサ
闘病生活の末に 20 歳で亡くなった青年。母親が高校の吹奏楽部の恩師

ガイドも収録。

に連絡を入れると、部の卒業生で告別式に演奏をすると言われ…。市立船
橋高校・吹奏楽部員と、学校の応援曲「市船ソウル」作曲者・浅野大義さ

異教の隣人
釈 徹宗・毎日新聞「異教の隣人」取材班/著 細川 貂々/マンガ

晶文社

160/シヤ
ご近所には異教徒さんがいっぱい! イスラム教、ユダヤ教、ヒンドゥー教
からコプト正教まで、気鋭の宗教学者と取材班がさまざまな信仰の現場を
訪ね歩いて考えたルポ。
『毎日新聞』大阪本社版連載を加筆・再構成。

んの絆の物語。
未来をはじめる～「人と一緒にいること」の政治学
宇野 重規/著 東京大学出版会

311/ウノ

友だち同士から国際社会まで互いに異なる人たちが、共に暮らしていく
には。変わりゆく世界の中で、政治の根本を考え抜く。2017 年に豊島岡
女子学園中学校・高等学校で行われた講義を書籍化。

高校生平和大使にノーベル賞を～平和賞にノミネートされた理由

見るだけでストン！と頭に入る中学数学～つまずくポイントを「ひと目」

「高校生平和大使にノーベル賞を」刊行委員会/編

で解決！

長崎新聞社

319.8/コウ

間地 秀三/著 青春出版社

“ビリョク”を尽くしてきた高校生の行動は“ムリョク”ではなかった-。

410/マジ

中学数学の要点が、図解で「ストン!」と頭に入る! 中学校 3 年間で習う

核兵器廃絶を求める署名を毎年夏に国連へ届けている高校生平和大使が、

数学のエッセンスを、これだけ押さえればいいポイント=<これだけ魔法>に

2018 年ノーベル平和賞の候補として正式にノミネートされるまでの軌跡

しぼって、コンパクトに解説する。総仕上げテストも収録。一部書き込み

を綴る。

式。

居場所がほしい～不登校生だったボクの今

人とどうぶつの血液型

浅見 直輝/著 岩波書店 Z371.42/アサ

近江 俊徳/編著 緑書房 491.321/オウ

ネガティブに語られがちな「不登校」
、それは人生のチャンスだ-。中学

人の血液型は何種類ある? 動物たちに血液型はある? そもそも血液型っ

時代に 2 年近くにわたる不登校・引きこもりを経験した著者が、不登校の

てなんのこと? 科学的な内容から雑学的なものまで、知っているようで知

はじまりから、一念発起して進学した高校・大学時代、現在までの体験を

らない血液型の不思議や面白さを、イラスト・写真とともに紹介します。

語る。
死体が教えてくれたこと
＜超・多国籍学校＞は今日もにぎやか！～多文化共生って何だろう
菊池 聡/著

岩波書店 Z376.９/キク

上野 正彦/著 河出書房新社 Z498.9/ウエ
なぜ監察医になったのか、人が死ぬとはどういうことか、自分とは何な

外国に関係のある児童が多く学んでいる横浜市立飯田北いちょう小学校。
国際教室担当として多様な文化を尊重する学校の環境づくりに長く携わっ

のか…。2 万体の検死解剖を行った法医学の第一人者が若者に向けた一冊。
命の大切さを自身の生涯を振り返りながら説く。

てきた著者が、多文化共生教育の実践を語る。
放射線について考えよう。
数って不思議！！・・・∞～１＋１＝２？で始まる数学の世界
蟹江 幸博 /著 近代科学社

410/カニ

なぜ 1+1=2 となるのか? Dr.K と友人の小森、
その孫との会話を通して、
集合や数、自然数について解説します。当たり前のことを徹底的にわかり

多田 将/著

明幸堂

539.6/タダ

放射線が必要以上に恐れられているのは、「それがなんだかわからない」
から。放射能、半減期、人体への影響、身を守る方法、利用方法などをテ
ーマに取り上げ、仕組みを理解できるよう、順を追って解説する。

たい人のための本。
香りと歴史
読書推進運動協議会作成「２０１９

若い人に贈る読書のすすめ」に

掲載された本をティーンズコーナーに展示しています。今回ご紹介し
た本と合わせてぜひご覧ください。

７つの物語

渡辺 昌宏/著 岩波書店 Z576.6/ワタ
アレクサンドロス大王を虜にした乳香、織田信長が切望した蘭奢待、ナ
ポレオン皇妃が愛したバラなど、香りにまつわる 7 つの歴史物語を紹介。
そこに秘められた謎と真実に迫る。

人生を変えるアニメ

車夫

河出書房新社/編 池澤 春菜ほか/著

河出書房新社 Z778.77/カワ

３

雨晴れ

いとう みく/作 小峰書店

Z913.8/イト/3

人生に必要なことはすべてアニメが教えてくれる! アニメ監督、声優、小

スカイツリーを仰ぎ見る浅草を舞台に、車夫(人力車のひき手)の世界に飛

説家、評論家など 27 名が、若い人たちに本気ですすめるアニメを紹介。

び込んだ少年の爽やかな成長の軌跡と、周囲の人たちとのあたたかなふれ

もっとアニメに出会うための作品ガイドも収録する。

あいを描く連作短編集、第 3 弾。全 6 編を収録する。

２．４３

いいたいことがあります！

清陰高校男子バレー部

春高編

壁井 ユカコ/著 集英社 913.6/カベ

魚住 直子/著 西村 ツチカ/絵 偕成社 Z913.8/ウオ

春の高校バレー開幕! 激戦の末、福井県の代表枠を勝ち取った清陰高校男

陽菜子は、中学受験をひかえた小学 6 年生。勉強も家の手伝いもするよ

子バレー部。メンバー８人の元弱小チームが、全国の強豪校相手に堂々挑

ういわれているが、兄は家事をしなくていいらしい。納得できない気持ち

む! 『集英社 WEB 文芸レンザブロー』掲載を単行本化。

をかかえてすごす陽菜子だが、ある日、ふしぎな女の子と出会って…。

青少年のための小説入門

ヨーコさんの“言葉”

久保寺 健彦/著 集英社 913.6/クボ

佐野 洋子/文 北村 裕花/絵

じゃ、どうする
小宮 善彰/監修 講談社 914.6/サノ

いじめられっ子の中学生・一真は、ヤンキーの登に「小説の朗読をして

能率や、成績や進歩に直接かかわらないものが好きだった-。人生を豊か

くれ」と頼まれる。ディスレクシアで読み書きができない登だが、名作小

に生きる方法を綴った選りすぐりのエッセイにイラストをそえる。NHK E

説をともに読むうちに、ふたりは本の面白さに熱狂しはじめ…。

テレの番組「ヨーコさんの“言葉”
」書籍化第 5 弾、シリーズ完結。

１４歳、明日の時間割

まんが少年、空を飛ぶ～特攻隊員・山崎祐則からの絵手紙

鈴木 るりか/著 小学館 913.6/スズ

山崎 祐則/著 稲泉 連/解説

偕成社

916/ヤマ

中学校を舞台に、時間割に見立てた 7 編の短編で、現代人の苦悩、笑い、

ハンモックで寝起きする毎日、さまざまな訓練のようす、初めて空を飛

絆、友情、想いを鮮やかに描写する。笑って笑って、ホロッと泣かせる、

んだよろこび…。まんがが得意な少年が、戦争中の軍隊から家族にあてて

胸に迫る青春群像。中学生作家の小説第 2 弾。

書き送った手紙をまとめた本。当時の兵隊たちの日常と青春がいきいきと
浮かびあがる。

ブロードキャスト
湊 かなえ/著

KADOKAWA 913.6/ミナ

陸上の名門・青海学院高校に入学した圭祐だが、中学の同級生に誘われ

変化球男子
M・G・ヘネシー/作 杉田 七重/訳 鈴木出版 Z933.7/ヘネ

放送部に入部することに。陸上への未練を感じつつも、その面白さに目覚

体は女子、脳と心は男子として生まれたシェーン。ロスに男子として転

めていき…。学芸通信社の配信により『神戸新聞』等に掲載されたものを

校し、充実した毎日を送っていたが、野球の敵チームの選手に、女子だっ

単行本化。

たころの写真をメールで一斉送信されてしまい…。LGBT 理解の一助とな
る青春小説。

