
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   2020年７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                 Facebook 

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）    （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 

自由研究や工作のお助け本、読書感想文の課題図書等を紹介する 

企画展『なつやすみ特集』は 8月 30日まで開催中！！ 

ああああ 

当館で利用できるサービスが 

段階的に拡大しております！ 

詳しくは HP へ！ 

山形県高畠町出身の 

童話作家。 

代表作「泣いた赤鬼」 

 

縣人文庫にて、山形県出身の 

偉大な先人22名の原稿や日記な

ど様々な資料を展示しています。 

第二弾は【偉人たちの少年時代】 



今月のおススメはこれ！ 
 

 

人間を究める   

松尾豊/著 長谷川眞理子/著 廣野由美子/著 スタディサプリ 

進路/編 ポプラ社 002/マツ 

 学問の第一線で活躍する３人の著者が、「人間」を研究対象にそれぞれの 

アプローチで研究した学問のおもしろさを伝える本。読書案内も掲載。 

 

しくじりから学ぶ１３歳からのスマホルール  

島袋コウ／著 旬報者 007.３/シマ 

 実際に起きたスマートフォンやインターネットの事件・炎上を例に、ス 

マホのルールを分かりやすく解説。Web マガジン「琉球新報 Style」連載 

を書籍化。 

 

１０代のための生きるヒント    

笹田夕美子/著 シャスタインターナショナル 159.7/ササ 

 臨床心理士の著者が、生きづらさやなやみを抱えた子どもたちと向き合 

いながら感じた５０個の生きるヒントを伝える。 

 

泣いたあとは、新しい靴をはこう。１０代のどうでもよくない悩みに作家 

が本気で向き合ってみた 

日本ペンクラブ/編 ポプラ社 159.7/ニホ 

 自分のこと、人間関係、将来、ティーンの悩みに４４名の作家が本気で 

答えます。 

 

暗記がいらない世界史の教科書 本当の教養を身につける 

神野正史／著 ＰＨＰ研究書 209/ジン 

暗記一切不要。ドラマや映画を楽しむように歴史に触れているだけで歴史

の展開が手に取るように理解できるテキスト。 

 

 

歴史とは靴である       

磯田道史/著 講談社 210.04/イソ 

 過去の人々と、いま生きている自分に通ずること。歴史はむしろ実用品

であって、靴に近いものではないか？との著者の問いかけに女子高生が真

剣に考える。２０１９年に鎌倉女学院高校で行われた特別授業を元に再編

成。 

 

１６歳のデモクラシー 受験勉強で身につけるリベラルアーツ 

佐藤優/著 晶文社 311.7/サト 

 著者と埼玉県立川口北高校の２年生が、デモクラシー論の古典であるラ

インホールド・ニーバー著「光の子と闇の子」をテキストに、民主主義に

ついて根源的に考える。著者の特別講義を書籍化。 

 

１０歳でもわかる伝え方の授業 

苅野進／著 ＷＡＶＥ出版 336.49/カリ 

小学生がロジカルシンキングを学ぶ学習塾の塾長が、相手の気持ちを考

えて論理的に伝える方法を”社会人”に楽しく伝授する。 

 

科学のしくみ図鑑 インフォグラフィック版 

ドーリング・キンダスリー社／編 上原昌子/訳 世界文化社 400/ドリ 

 原子から気候変動まで現代を生きるうえで重要な科学の知識を、５ジャ

ンル１１４テーマに分類して見開きで紹介。グラフィックを効果的に使い

わかりやすく解説。 

 

数学ガールの秘密ノート やさしい統計 

結城浩/著 ＳＢクリエイティブ 410.4/ユウ 

 テストの結果、平均と分散、二項分布・・・。偏差値ってこういう意味

なの？「僕」と３人の少女が、楽しい数学トークを繰り広げながら、統計

の謎を解き明かす。 



すごいぞ！はたらく知財 １４歳からの知的財産入門 

内田朋子/著 萩原理史/著 田口壮輔/著 島林秀幸/著  

桑野雄一郎/監修 晶文社 507.2/ウチ  

 著作物、特許、商標、意匠などの知的財産にかかわる１１の仕事につい

てわかりやすく解説。 

 

マンガで読む発酵の世界 微生物たちが作り出すおいしさと健康の科学  

黒沼真由美/著 舘博/監修 緑書房 585.1/クロ 

 発酵のひみつを、菌たちの４コマ漫画でわかりやすく解説。「Ｗｅｂ科学

バー」連載に書き下ろしを加えて書籍化。 

 

こまったさんのレシピブック       

寺村輝夫/レシピ原案 岡本 颯子/絵 さわの めぐみ/レシピ監修 

あかね書房 596/テラ 

 こまったさんのスパゲッティ、サンドイッチ等々、こまったさんの物語

にでてくる料理１０品のレシピを写真を交えて紹介。 

 

１３歳からのアート思考 「自分だけの答え」が見つかる 

末永幸歩/著 ダイヤモンド社 704/スエ 

 アートを通して「ものの見方を広げる」ことに力を入れている授業を展

開する中学校美術教師が「アーティストのように考える方法」や「自分の

ものの見方」を伝える。 

 

最初に夜を手ばなした 

椿冬華/著 マガジンハウス 726.6/ツバ 

 弱視ろうである著者が、自身の半生を絵と文章で綴る。Twitter に投稿し

た絵に加筆修正して書籍化。 

 

 

 

 

オードリー・ヘップバーン 世界に愛された銀幕のスター          

筑摩書房編集部/著 筑摩書房 Ｚ778.253/ヘツ 

 映画「ローマの休日」で一躍トップスターとなり、世界を魅了し続けた

映画女優の波乱万丈の人生をたどる。 

 

めんどくさがりなきみのための文章教室           

はやみねかおる/著 飛鳥新社 Ｚ816/ハヤ 

 中学２年生の男の子を主人公にしたストーリで「何を書いていいのかわ

からない」を一瞬で解決する方法や文章をスラスラ書く方法を解説。 

 

５分で読む！名作＆文豪ビジュアル大事典 

学研プラス Z902/ガツ 

 「源氏物語」「坊ちゃん」「三国志」「赤毛のアン」等の有名な作品と、森

鴎外、芥川龍之介、トルストイといった文豪の人生を、イラストとともに

解説した事典。 

 

地獄の楽しみ方 

京極夏彦/著 講談社 914.6/キヨ 

 言葉の達人、京極夏彦が「語彙と思考」の関係をレクチャー。２０１９

年に行われた特別授業を元に再構成。 

 

風に乗って、跳べ 太陽ときみの声 

川端裕人/著 朝日学生新聞社 Z913.６/カワ 

 生徒会をやめた高２の華。幼なじみの六花が夢中になっている「ブライ

ンドサッカー」に出会い、競技の魅力に魅せられて、声でサポートするガ

イド役を引き受けた。朝日中高生新聞連載を加筆修正。 

 

 

 

 

 



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 

私の本棚 新潮社/編 新潮社 024.9/シマ 

巣立っていく君へ母から息子への５

０の手紙 

若松亜紀/著 青春出版社 159.7/ワカ 

一冊でわかるドイツ史 関眞興/著 河出書房新社 234/セキ 

天才たちの人生図鑑 山崎圭一/監修 宝島社 280.4/ヤマ 

漫画でざっくりわかる渋沢栄一 英賀千尋/漫画 ビジネス教育出

版社 

289.1./シブ 

アフリカからあなたに伝えたいこと 島岡由美子/著 かもがわ出版 289.1/シマ 

なるほど地図帳世界２０２０ 昭文社 290.38/ショ 

なるほど地図帳日本２０２０ 昭文社 291.038/ショ 

行政書士になるには 三田達治/編著 ぺりかん社 327.17/ミタ 

アメリカの高校生が学んでいるお金

の教科書 

アンドリュー・Ｏ・スミス/著 ＳＢク

リエイティブ 

338/スミ 

日本の給料＆職業図鑑 給料ＢＡＮＫ/著 宝島社 366.4/キュ 

大人になる前に知る性のこと 加納尚美/編著 ぺりかん社 367.9/カノ 

福祉業界で働く 戸田恭子/著 ぺりかん社 369.17/トダ 

探究に役立つ！学校司書と学ぶレ

ポート・論 

東京都立高等学校学校司書会ラ

ーニングスキル ぺりかん社 

375/トウ 

ホワット・イフ！ Ｑ１ ランドール・マンロー/著 早川書

房 

404/マン 

ホワット・イフ！ Ｑ２ ランドール・マンロー/著 早川書

房 

404/マン 

その悩み、僕らなら数学で解決でき

ます！ 

はなお＆でんがんと仲間たち/著 

河出書房新社 

410.4/ハナ 

怖くて眠れなくなる天文学 縣英彦/著 ＰＨＰエディターズ・

グループ 

440.4/アガ 

悪のいきもの図鑑 竹内 久美子/著 平凡社 480/タケ 

図解でわかる１４歳からのプラスチ

ックと環境 

インフォビジュアル研究所/著 

太田出版 

519/イン 

若き鉄オタのフォトブック 権田信吾/著 みらいパブリッシ

ング 

536/ゴン 

Kawaii★電子工作 池上恵理/著 オーム社 549/イケ 

やきがしやSUSUCREの焼き菓子レ

シピ 

下永恵美/著 河出書房新社 596.65/シモ 

講談師・浪曲師になるには 小泉博明/著 779.12/コイ 

はじめての囲碁の教科書 吉原由香里/監修 永岡書店 795/ヨシ 

将棋語辞典 香川愛生/監修 誠文堂新光社 796.04/カガ 

生きつづけるキキ 齊藤洋/著 講談社 910.268/カド 

天国と、とてつもない暇 最果タヒ/著 小学館 911.56/サイ 

三毛猫ホームズシリーズ 赤川次郎/著 913.6/アカ 

確率捜査官御子柴岳人［３］ 神永学/著 KADOKAWA 913.6/カミ 

風に乗って、跳べ 川端裕人/著 朝日学生新聞社 913.6/カワ 

Cocoon ２ 夏原エヰジ/著 講談社 913.6/ナツ 

犯人のいない殺人の夜 東野圭吾/著 光文社 913.6/ヒガ 

明日の約束 村山由佳/著 集英社 913.6/ムラ 

彼方の声 村山由佳/著 集英社 913.6/ムラ 

彼女の朝 村山由佳/著 集英社 913.6/ムラ 

記憶の海 村山由佳/著 集英社 913.6/ムラ 

聞きたい言葉 村山由佳/著 集英社 913.6/ムラ 

キスまでの距離 村山由佳/著 集英社 913.6/ムラ 

雲の果て 村山由佳/著 集英社 913.6/ムラ 

消せない告白 村山由佳/著 集英社 913.6/ムラ 

凍える月 村山由佳/著 集英社 913.6/ムラ 

坂の途中 村山由佳/著 集英社 913.6/ムラ 

地図のない旅 村山由佳/著 集英社 913.6/ムラ 

遠い背中 村山由佳/著 集英社 913.6/ムラ 

蜂蜜色の瞳 村山由佳/著 集英社 913.6/ムラ 

キオスク ローベルト・ゼーターラー/著 東

宣出版 

943.7/ゼタ 

X-01 ３ あさのあつこ/著 講談社 Z913.8/アサ 

耶馬台戦記 ３ 東郷隆/作 静山社 Z913.8/トウ 

オオカミの時間 三田村信行/著 理論社 Z913.8/ミタ 

アーサー王の世界 ５ 齊藤洋/著 静山社 Z913.8/サイ  


