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▲「２年で、なりたい自分になる」
（９/１８～１/１６）山形職業能力専門開発
校との連携展示！
▲県内出版物展（１０/２１～１１/１４）
山形県出身者の著作などを展示！
▲山形県図書館大賞（１０/２１～１１/２９）
HP

最新のイベント情報はこちらから
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絵：数学子さん
素敵なイラスト
ありがとう！

今月のおススメはこれ！
AI エンジニアになるには
丸山 恵／著

ぺりかん社

イラストで学ぶ地理と地球科学の図鑑
007.13/ﾏﾙ

柴山 元彦／日本語版監修，中川 昭男／日本語版監修，東辻 千枝子／訳

AI(人工知能)の開発に携る AI エンジニアは、今もっとも必要とされる職
業のひとつ。仕事の実際から「なり方」までを解説。

創元社

290.1/ｼﾊﾞ

自然地理と人文地理の基礎が一冊に! コンパクトなコラム形式の文章と
多数のイラストで「地理学」全般をやさしく解説。地図の読み方や調査の

13 歳から分かる!7 つの習慣

自分を変えるレッスン

「7 つの習慣」編集部／監修，大西 洋／イラスト

やり方など、実践的・体験的学習に役立つ情報も掲載。

日本図書センター

159/ﾅﾅ

世界がもし 100 人の村だったら

人生を充実させ、本当の成功と幸せを実現するために身につけるべき不
変的で普遍的な原則を体系化した、実践的人生哲学「7 つの習慣」。読みや
すい文章で綴ったストーリーにイラストを添えて解説。

2

池田 香代子／編，マガジンハウス／編 マガジンハウス 304/ｲｹ/2
「100 人の村」のルーツ、ドネラ・メドウズの「1000 人の村の現状報
告」を絵本仕立てで全文掲載。その他、100 人の村をより理解するための
「100 人の村」白書や、池沢夏樹などのコラムも収録する。

きみを強くする 50 のことば

これからの未来、どう考えて、どう生きて

いく?

高校生のための税金入門

工藤 勇一／著，佐々木 一澄／絵 かんき出版 YZ159.5/ｸﾄﾞ

小塚 真啓／編著 三省堂

345/ｺｽﾞ

どうしたら素敵な大人になれるか? 与えられることに慣れない。意見の

消費税ってなぜ払うの? 相続税よりも贈与税が高いってほんと? 住んで

違いは当たり前。自分に合った学び方を見つける…。大人が子どもの時に

いる場所で住民税が違う理由は? 高校生に向けて、税金に関する「なぜ」

知っておきたかった 50 のことばを紹介。

を、事例を挙げながらわかりやすく解説する。

一冊でわかるイタリア史

なぜ学ぶのか

北原 敦／監修 河出書房新社

237/ｷﾀ

科学者からの手紙

板倉 聖宣／著 仮説社 2020.6 404/ｲﾀ

ローマ帝国の盛衰、ルネサンス、イエズス会、第一次世界大戦とファシ

なぜ学ぶのか? これからの社会をどう生きていけばいいのか? 死んだら

ズム、ファシスト党の独裁と終わり…。イタリアの歴史を、イラストや地

どうなるか? 科学者であり教育研究者でもあった著者が遺したたくさんの

図を交えてわかりやすく解説。

文章のうち、特に若い人たちに向けて書かれたメッセージを厳選して収録。

東大の先生!文系の私に超わかりやすく高校の数学を教えてください!

パラアスリートの折れないココロのつくりかた

西成 活裕／著，郷 和貴／聞き手 かんき出版 410/ﾆｼ

瀬立 モニカ／著 主婦の友社

教科書の 8 割をバッサリカット! 数学アレルギーのオトナに向けた、高

笑顔の力で、壁をこえる。

785.5/ｾﾘ

高校 1 年生の時、事故による脊髄損傷で車いす生活に。そんな彼女を支

校数学がサクッとやり直せる本。
「代数」
「解析」
「幾何」の 3 つのカテゴリ

えたのは、母の言葉と、周囲の人達。そして彼女は、パラカヌーという新

ーに分け、最短ルートでゴールに到着できるように解説。

しい夢に向かって漕ぎだす。困難に負けない心を育てる秘訣を綴る。

マンガと図鑑でおもしろい!わかる元素の本

文豪聖地巡礼

うえたに夫婦／著，左巻 健男／監修

朝霧カフカ／監修

大和書房 431.11/ｳｴ

立東舎

910.26/ｱｻ

宇宙船でやってきた周期表君と一緒に地球上の元素をすべて探そう! 身

銀座のバーで坂口安吾にケンカをふっかける中原中也、京都の街路をそ

のまわりの物に含まれる元素などをマンガやイラストで解説し、少し上級

ぞろ歩く夏目漱石と正岡子規、土蔵で創作に励んだ江戸川乱歩…。文豪の

者向けのミニ情報も紹介。各元素の図鑑も収録。

生涯を彩る、土地の記憶をエピソードとともに紹介。

ゲーム業界で働く

晴れ、時々くらげを呼ぶ

小杉 眞紀／著，山田 幸彦／著 ぺりかん社

589.77/ｺｽ

家庭用ゲームやオンラインゲームを中心に、最先端の技術、e スポーツな

鯨井あめ／著 講談社 913.6/ｸｼﾞ
父を亡くしたあと、他者と関わりを持たず、毎日をこなすように生きて

どにも触れ、ものすごい早さで拡大しつづけるゲーム業界の仕事の実際と

きた僕。そんなある日、屋上で「くらげ乞い」をする奇妙な後輩と出会う。

「なり方」を解説。

世界をちょっとだけ変えたかった、「僕」と「彼女」と「僕たち」の物語。

建築士の一日
WILL こども知育研究所／編著 保育社 520.7/ｳｲ
暮らしを支える仕事で活躍する人の中から建築士を取り上げ、その一日

山形県図書館大賞 2020 の大賞作品の中で
当館ティーンズコーナーに所蔵がある本はこちら！

を写真で紹介。建築士になるためのルートや、学校、働き方、収入などを
解説。インタビューも掲載。

▲「キケン」 有川浩/著
▲「生協の白石さん」（生協の白石さんとエコごはん）
白石昌則/著
ぜひチェックしてみてください！

こちらの本も皆さんを待っています！
書名
10 代から身につけたいギリギリな
自分を助ける方法
12 歳の少女が見つけたお金のしく
み 小学 6 年生がやさしく解き明か
した経済学の基本
お金のしくみを知りかしこく扱う方法

教養学部 中高生のための学部選
びガイド
薬学部 中高生のための学部選び
ガイド
特別支援学校教諭になるには

もっと知りたい!「科学の芽」の世界
ノーベル賞への夢を紡ぐ PART7
魔法の科学実験図鑑 理系脳がぐ
んぐん育つ!
数学ガールの秘密ノート 複素数の
広がり
数学の研究をはじめよう 6 素数
からはじめる数学研究
化学大図鑑
怖くて眠れなくなる地学
面白くて眠れなくなる恐竜
世界一やさしい!微生物図鑑

著者名・出版社
井上 祐紀／著 KADOKAWA

請求記号
146.8/ｲﾉ

泉 美智子／著，水元 さきの／
漫画，モドロカ／イラスト，佐和
隆光／監修，久谷 理紗／
原案 宝島社
ジェーン・ビンハム／著，ホリー・
バシー／著，
小寺 敦子／訳
木村 由香里／著 ぺりかん社

331/ｲｽﾞ

橋口 佐紀子／著 ぺりかん社

376.8/ﾊｼ

松矢 勝宏／編著，宮崎 英憲／
編著，高野 聡子／編著 ぺりか
ん社
永田 恭介／監修，「科学の芽」
賞実行委員会／編 筑波大学出
版会，丸善出版
市岡 元気／著
東京 宝島社
結城 浩／著 SB クリエイティブ

378/ﾏﾂ

飯高 茂／著 現代数学社

410.7/ｲｲ

桜井 弘／監修 ニュートンプレ
ス
左巻 健男／編著 PHP エディタ
ーズ・グループ，PHP 研究所
平山 廉／著 PHP エディター
ズ・グループ，PHP 研究所
鈴木 智順／監修，WOODY／イ
ラスト 新星出版社

430/ｻｸ

338/ﾋﾞﾝ

376.8/ｷﾑ

404/ﾅｶﾞ/7

407/ｲﾁ
410.4/ﾕｳ

450.4/ｻﾏ

岸壁採集! 漁港で出会える幼魚た
ち
イラスト版 13 歳からのメンタルケア
心と体がらくになる 46 のセルフマネ
ジメント
TOKYO ストラディヴァリウス 1800 日
戦記 総額 210 億円、幻の名器 21
挺が日本に集結した「奇跡の 7 日
間」はいかにして実現したか
小論文これだけ! 短大・推薦入試
から難関校受験まで，樋口式小論
文の決定版 国際・
地域・観光・社会・メディア超基礎編
英熟語図鑑 お勉強感ゼロで身に
つく
明け方の若者たち the end of the
pale hour
ティンカー・ベル殺し
ないものねだりの君に光の花束を
The bouquet of bright for you,that
like asking for the moon
どうぞ愛をお叫びください
Cocoon 4 宿縁の大樹
跳べ、暁!
万能鑑定士 Q の事件簿 0
ビブリア古書堂の事件手帖Ⅱ 扉
子と空白の時
ありふれた祈り
青春ノ帝国
わたしの全てのわたしたち

457.87/ﾋﾗ
影を呑んだ少女
465/ｽｽﾞ
シャルロッテ

鈴木 香里武／著・写真
東京 ジャムハウス
安川禎亮／編著，柴田 題寛／
著，木須 千明／著 合同出版

481.72/ｽｽﾞ

中澤 創太／著 日経 BP，日経
BP マーケティング

763.42/ﾅｶ

樋口 裕一／著
東洋経済新報社

816.5/ﾋｸﾞ

清水 建二／著，すずき ひろし
／著，本間 昭文／イラスト
かんき出版
カツセ マサヒコ／著 幻冬舎

834.4/ｼﾐ

小林 泰三／著 東京創元社
汐見 夏衛／著 KADOKAWA

913.6/ｺﾊﾞ
913.6/ｼｵ

武田 綾乃／著 新潮社
夏原 エヰジ／著 講談社

913.6/ﾀｹ
913.6/ﾅﾂ

藤岡 陽子／著 ポプラ社
松岡 圭祐／著 KADOKAWA
三上 延／著 KADOKAWA

913.6/ﾌｼﾞ
913.6/ﾏﾂ
913.6/ﾐｶ

村山 由佳／著 集英社
石川 宏千花／著 あすなろ書房
サラ・クロッサン／著，最果 タヒ
／訳，金原 瑞人／訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
フランシス・ハーディング／著，
児玉 敦子／訳 東京創元社
ダヴィド・フェンキノス／著，岩坂
悦子／訳 白水社

913.6/ﾑﾗ
Z913.6/ｲｼ
933.7/ｸﾛ

Ｚ498.39/ﾔｽ

913.6/ｶﾂ

933.7/ﾊﾃﾞ
953.7/ﾌｴ

