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山形県立図書館 最新のイベント情報はこちらから 

HP           Facebook 

イベント 

展示情報 

▲2月は、山形県立図書館の 

リニューアルオープン 1周年！！！ 

様々なイベントを予定しておりますの

でお楽しみに…！ 
 

▲「若い人に贈る読書のすすめ ２０２１」 

  が読書推進運動協議会より発行され

ました！新たな一歩を踏み出したあな

たにおすすめの本がここに！（これに

ちなんだ展示も予定しております！） 

米沢市出身 

建築史家・建築家 

明治神宮・靖国神社 

米沢の上杉神社 

などを手がけた。 

休館日にご注意！ 

令和 3年 1月 19日～1月 26日は 

蔵書点検のため休館とさせていただきます。 

（17日、18日は通常の休館日です） 

ご理解・ご協力をお願いいたします。 

CHUTA ITO 
―伊東 忠太― 
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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 



 

今月のおススメはこれ！ 
 

もっとある!学校図書館の司書が選ぶ小中高生におすすめの本 220   

東京・学校図書館スタンプラリー実行委員会／編著 ぺりかん社 

019.5/ﾄｳ 

 本がたくさんありすぎて「何を読んだらいいのかわからない」という小

中高生のための、ピッタリの一冊が見つかるブックガイド第 2 弾。 

 

明日から使える死亡フラグ図鑑  

茶んた／著 宝島社 049/ﾁﾔ 

 1 コマ漫画で描く死亡フラグ図鑑。怪しい洋館に避難する、秘密の情報

を伝えようとする、作戦失敗をボスに報告する…。映画や小説、アニメ等

のキャラクターが死ぬ時にありがちな流れを紹介する。 

 

友だちってなんだろう? ひとりになる勇気、人とつながる力  

齋藤 孝／著 誠文堂新光社 158/ｻｲ  

 自分の世界をもち、人に頼りきらない関係を築こう! 気の合う友だちをつ

くる力、気の合わない友だちともうまくつきあう力、ひとりを楽しめる力

を身につける方法を詳しく紹介。「友だち関係に対する意識改革のすすめ」

の本。  

 

16 歳からのはじめてのゲーム理論 “世の中の意思決定”を解き明かす

6.5 個の物語 

鎌田 雄一郎／著 ダイヤモンド社 331.19/ｶﾏ 

 経済学の中で最も重要である「ゲーム理論」の思考法を、ネズミ親子の

ストーリーで身につけることができる本。身近で分かりやすい「小さな社

会」を舞台にした 6.5個の物語と、詳しい解説を収録する。  

 

 

 

 

 

 

お笑い芸人と学ぶ 13 歳からの SDGs 

たかまつ なな／著，佐藤 真久／監修 くもん出版 333.8/ﾀｶ 

「笑って学ぶ SDGs(持続可能な開発目標)」講座を全国の学校や企業で開

催するお笑い芸人が、イラストや写真とともに SDGs をわかりやすく解説。

「今日からできる SDGs100 のアクション」等も収録。 

 

物理が楽しくなる!キャラ図鑑  

川村 康文／著 新星出版社 420/ｶﾜ   

 「物理学園」を舞台に、35 体のキャラが物理の理論をわかりやすく説明。

「力・速度」「熱」「電気・磁気」「時間と宇宙」などの 6 項目に分け、各項

目に登場するキャラの役割や担うイメージをマンガで楽しく説明する。  

 

怖くて眠れなくなる化学 

左巻 健男／著 PHP エディターズ・グループ 430.4/ｻﾏ 

 「まぜるな危険」をやってみた」「地図からも消されていた毒ガス製造工

場の島」「笑気ガス(一酸化二窒素)の笑えない事態」…。知らないと恐ろし

い、危険すぎる化学のはなしを紹介。 

 

中高生から知っておきたい「くすりの正しい使い方」「うっかりドーピング」

も理解できる!，ヘルスリテラシーを高めるために 

齋藤 百枝美／編著，宮本 法子／編著 薬事日報社 499.1/ｻｲ 

 病気やケガの症状別に、基本的な対処法や薬の正しい使い方を解説し、

各症状に対する主要な OTC 医薬品、医療用医薬品の一覧を掲載。また、ア

ンチ・ドーピング規程に抵触しないために、使用上で注意すべきポイント

も記す。 

 

 



 

 

 

モノが壊れないしくみ 

水野 操／著 ジャムハウス 501.32/ﾐｽﾞ 

「モノはなぜ壊れないのか」を起点にモノの仕組みについて解説。「象が

踏んでも壊れない筆箱」「卵が割れない低反発クッション」など、生活に密

接に関わっているモノの材料や構造について謎解きする。 

 

13 歳からの食と農 家族農業が世界を変える      

関根 佳恵／著 かもがわ出版 611.7/ｾｷ 

 貧困、飢餓、気候変動、エネルギー問題…。解決するカギは「家族農業」

にあり! 大きく方針転換しつつある食と農の問題を、「家族農業の 10 年」、

SDGs(持続可能な開発目標)等のキーワードでわかりやすく解説。 

 

世界でいちばん素敵な浮世絵の教室 

岡部 昌幸／監修 三才ブックス 721.8/ｵｶ 

 浮世絵はどうやって描かれているの? 「北斎ブルー」ってどんな青色? 日

本独自の高度な芸術「浮世絵」を、Q&A 形式で紐解くビジュアルブック。

葛飾北斎をはじめ、歌川広重、河鍋暁斎など有名絵師の作品を多数掲載。 

 

僕たちに似合う世界 THE WORLD THAT SUITS US 

伊東 歌詞太郎／著 KADOKAWA 767.8/ｲﾄ 

 過ごしてきた時間が無駄になるかどうかは自分次第。寄り道だって無駄

じゃない! いじめ、突然の一家離散、幼いころからの夢…波瀾万丈のシンガ

ーソングライターが、暗闇を照らす生き方論を語った初のエッセイ集。 

 

 

 

 

 

 

 

 

文章を読む、書くのが楽しくなっちゃう本 

QuizKnock／著 朝日新聞出版 816/ｸｲ 

文章とうまく付き合えば、「言葉の力」で世界がもっと広がる! 文章とい

う道具の目的や機能、働きに着目して、うまく使いこなすための思考法や

テクニックを紹介する。 

 

あの夏が飽和する。 

カンザキ イオリ／著 河出書房新社 913.6/ｶﾝ 

 あの夏、逃避行の果てに自ら命を絶った流花。13 年後、生き写しの瑠花

が現れる。破滅に向かう瑠花と同級生の武命。千尋はふたりを救えるか? カ

リスマボカロ P が放つ青春サスペンス。 

 

色のない世界で、君と 

榊 あおい／著 KADOKAWA Y913.6/ｻｶ 

 世界がすべてモノクロに見える「モノクローム症候群」の少女・柑奈は

転校先でも馴染めずにいた。だがある男の子と出会い、世界は色づきはじ

めて…。切なくも、一歩踏み出す勇気がつまった、青春オムニバス。 

 

夜に駆ける YOASOBI 小説集 

星野 舞夜／著，いしき 蒼太／著，しなの／著，水上 下波／著 双葉社 

913.68/ﾎｼ 

 「小説を音楽にするユニット」YOASOBI の恋愛ソングの原作小説集。

Ayase×ikura のインタビューも掲載。ikura の朗読動画を視聴できる QR

コード付き。『monogatary.com』掲載を加筆修正。  

 

 

 

山形県出身作家！ 



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 

はじめての AI 土屋 誠司/著 007.13/ﾂﾁ 

ミュージアムを知ろう 中高生から

の美術館・博物館入門 

横山 佐紀／著 069/ﾖｺ 

きみを変える 50の名言 2期[2] 藤井聡太、黒柳徹子ほか 佐久

間 博／文 

Z159.8/ｻｸ 

法学を学ぶのはなぜ? 気づいたら法

学部、にならないための法学入門 

森田 果／著 320.7/ﾓﾘ 

国際公務員になるには 横山 和子／著 329.3/ﾖｺ 

大人は知らない今ない仕事図鑑
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澤井 智毅／監修，上村 彰子／

構成・文，「今ない仕事」取材班／

構成・文，ボビコ／漫画・イラスト 

Z366.29/ｻﾜ 

教育業界で働く 三井 綾子／著 370/ﾐﾂ 

たのしく学べる理科・科学 イラスト

英語図鑑 

Sarah Khan／著，戸張 直子／

訳 

407/ｶﾝ 

図解身近にあふれる「物理」が 3 時

間でわかる本 思わずだれかに話

したくなる 

左巻 健男／編著 420.4/ｻﾏ 

もっとずるいいきもの図鑑 今泉 忠明／監修 480.4/ｲﾏ 

14 歳からの生物学 学校では教え

てくれない<ヒト>の科学 

サリー・ヒル／編，松田 良一／

監訳，岡本 哲治／監訳 

491.3/ﾋﾙ 

親子で考える「子宮頸がん」と「女性

のカラダ」 ドクターが教える! 

太田 寛／著 495/ｵｵ 

 

病院というヘンテコな場所が教えて

くれたコト。 現役看護師イラストエ

ッセイ 2 看護師 4 年目、もう辞め

たい…編 

仲本 りさ／著 498.14/ﾅｶ 

世界一やさしい！アロマ図鑑 林 真一郎／監修，松本 麻希／

イラスト 

499.87/ﾊﾔ 

図解でわかる 14 歳から知る気候変

動 

インフォビジュアル研究所／著 519/ｲﾝ 

Unit Girls 単位キャラクター事典 星田 直彦／文・監修，姫川 た

けお／イラスト 

609/ﾎｼ 

<敵>と呼ばれても ジョージ・タケイ／著，ジャスティ

ン・アイジンガー／著，スティーヴ

ン・スコット／著，ハーモニー・ベ

ッカー／画，青柳 伸子／訳 

778.253/ﾀｹ 

ぼくは挑戦人 ちゃんへん.／著 779.7/ﾁﾔ 

中学生・高校生に贈る古代オリンピ

ックへの旅 遺跡・藝術・神話を訪

ねて 

長田 享一／著 780.69/ﾅｶﾞ 

少年野球児典 野球用語から心構

え、こころに響く言葉まで家族で一

緒に考えるからみんなで野球が好

きになる 

年中夢球／著 783.7/ﾈﾝ 

14歳からの文章術 一生ものの「発

信力」をつける! 

小池 陽慈／著 816/ｺｲ 

ハリネズミは月を見上げる あさの あつこ／著 913.6/ｱｻ 

楽園の烏 阿部 智里／著 913.6/ｱﾍﾞ 

二百十番館にようこそ 加納 朋子／著 913.6/ｶﾉ 

ふたり、この夜と息をして 北原 一／著 913.6/ｷﾀ 

昨日星を探した言い訳 河野 裕／著 913.6/ｺｳ 

壮途の青年と翼賛の少女 田畑 農耕地／著 913.6/ﾀﾊﾞ 

世界から守ってくれる世界 塚本 はつ歌／著 913.6/ﾂｶ 

沖晴くんの涙を殺して 額賀 澪／著 913.6/ﾇｶ 

この本を盗む者は 深緑 野分／著 913.6/ﾌｶ 

ナポレオンじいちゃんとぼくと永遠

のバラクーダ 

パスカル・リュテル／著，田中 

裕子／訳 

953.7/ﾘｭ 

ライラックのワンピース 小川 雅子／作，めばち／絵 Z913.8/ｵｶﾞ 

空白の絵本 語り部の少年たち 司 修／著 Z913.8/ﾂｶ 

白き花の姫王(おおきみ) ヴァジュ

ラの剣 

みなと 菫／著 Z913.8/ﾐﾅ 

団地のコトリ 八束 澄子／著 Z913.8/ﾔﾂ 

ばかみたいって言われてもいいよ 
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吉田 桃子／著，ゆの／絵 Z913.8/ﾖｼ 

茶色の服の男 アガサ・クリスティー／著，深町 

眞理子／訳 

Z933.7/ｸﾘ 

ロイヤルシアターの幽霊たち ジェラルディン・マコックラン／

著，金原 瑞人／訳，吉原 菜穂

／訳 

Z933.7/ﾏｺ 

 


