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２０１８
徳島市立図書館

徳島市立図書館

開館時間…午前 9 時～午後 9 時

休館日…毎月第 1 火曜日、1 月 1 日、長期図書整理期間
住所：〒770-0834 徳島市元町 1 丁目 24 番地 アミコビル内
TEL：088-654-4421/FAX：088-654-4423
ホームページ：http://www.city.tokushima.tokushima.jp/toshokan/
携帯ホームページ：https://www2.city.tokushima.lg.jp/opac/wopc/pc/mSrv

『高校図書館デイズ

生徒と司書の本をめぐる語らい』

(ちくまプリマー新書) 成田 康子∥著

筑摩書房 Y017．4／ナリ／新書

『さよなら、ママ』
キャロル・ガイトナー∥著 藤崎 順子∥訳 早川書房

Y933．7／カイ

北海道・札幌南高校の図書館。ここを訪れる生徒たちは、本を

13 歳のコリーナはがんでママを失った。親友はよそよそし

介して司書の先生に自分のことを語り出す。生徒たちの数だけ

くなり、パパともうまく会話できない。そんな彼女は、ママ

ある、彼らの青春と本にまつわるかけがえのない話を綴る。

が大好きだった日本を旅することに…。母を亡くした少女
の春夏秋冬、そして日本への再生の旅を描く物語。

『新聞力

できる人はこう読んでいる』(ちくまプリマー新書)
齋藤 孝∥著 筑摩書房

Y070／サイ／新書

『ヴラディミール・トッド・クロニクルズ 1

牙に秘めた思い』

ヘザー・ブリューワー∥著 園生 さち∥訳カズアキ∥イラスト
新書館

Y933．7／フリ

情報感度が上がり、問題解決能力も鍛えられる。グローバル

ヴラディミールはヴァンパイアであることを隠して暮らす

時代にこそ必要な教養、それが新聞力。新聞を読むことで身に

中学生。それを知っているのは、ネリーおばさんと親友の

つく力、効果的な新聞の読み方、活用のしかたについてコンパ

ヘンリーだけだった。秘密を守って過ごす学校生活に、風変

クトにまとめる。

わりな代用教員がやってきて!?

『
「どうせ無理」と思っている君へ
本当の自信の増やしかた』
植松 努∥著 PHP エディターズ・グループ

『古森のひみつ』(岩波少年文庫)
ディーノ・ブッツァーティ∥作 川端 則子∥訳

岩波書店 Y973／フッ

Y159．7／ウエ

自信をつければ、君の夢は叶う-。北海道にある従業員 20 人の

動物や木の精が住まい、風たちが行きかう小さな深い森、

町工場でロケットを作り、宇宙開発の夢を追い続ける著者が、

古森(ふるもり)。新しい所有者のプローコロ大佐は、命の宿

「どうせ無理」の呪文に負けない、本当の自信の増やしかたを

るモミの大木に手をかけ、さらに不吉な願望を抱きはじめ

公開する。

…。美しい幻想と、慈しむ心が織りなすファンタジー。

『昔話法廷』NHK E テレ「昔話法廷」制作班∥編

『人がいじわるをする理由はなに?』(10 代の哲学さんぽ)

今井 雅子∥原作 イマセン∥法律監修 伊野 孝行∥挿画金の星社 YF／ムカ

ドゥニ・カンブシュネ∥文 ギヨーム・デジェ∥絵 伏見 操∥訳
岩崎書店

Y150／カン

三匹のこぶたは「殺人罪」か「正当防衛で無罪」か? 昔話の

「いじわる」は、暴力的な集団だけで起こるのではない。

登場人物たちを現代の法律で裁く、NHK E テレの「昔話法

ごくふつうの人々の、ごくふつうの関係において日常的に

廷」を書籍化。
「三匹のこぶた」
「カチカチ山」
「白雪姫」の

見られる-。人がいじわるをする理由を、哲学者たちの思想

3 つの裁判を収録。

や言葉を紹介しながら考える。

『きみスキ 高校生たちのショートストーリーズ』

『中学生の悩みごと

(teens' best selections) 梨屋 アリエ∥著 ポプラ社 YF／ナシ

だれもが直面することだけど人には言えない』
高濱 正伸∥著 大塚 剛史∥著 実務教育出版

Y159．7／タカ

それぞれの秘めた思いを知ったり、意外な一面を見たり…。
高校生の男女 7 人の日常・悩み・恋を描いた連作掌編小説

仲間外れ、気になる異性、ウザい親、コンプレックス、退屈

集。ウェブマガジン『ポプラビーチ』連載に加筆修正して単

な勉強…。中学生の時期に特有の悩みや苦しみに焦点を当

行本化。

て、それに対しての考え方の例を紹介する。

『オレたちの明日に向かって Life is Beautiful 』
(teens' best selections)

八束 澄子∥著

ポプラ社

YF／ヤツ

『本屋さんで探す「明日のカルタ」 ことば絵本』
倉本 美津留∥作 ヨシタケ シンスケ∥絵 主婦の友社 Y159．8／クラ

偏屈な老人、当たり屋の少年、不審な自動車事故…。保険代

書店員が天文学的な本の叡智から選んだおもしろく光る

理店の今井さんと過ごすジョブトレーニングの日々は、さ

メッセージに、放送作家・倉本美津留が言葉で応え、MOE

えない男子代表、花岡勇気の中の何かをすこしずつ変えて

絵本屋さん大賞の絵本作家・ヨシタケシンスケのイラスト

いく。悩める少年たちのための青春ストーリー。

と共にカルタ形式で紹介。明日を明るくするヒントが満載。

『平和をつくった世界の２０人』(岩波ジュニア新書)
ケン・ベラー∥著 ヘザー・チェイス∥著 作間
岩政

伸治∥訳 平塚

『二度めの夏、二度と会えない君』(小学館文庫)

和子∥訳 浅川 和也∥訳

博子∥訳 岩波書店

Y280／ヘラ／新書

赤城 大空∥著

小学館

YF／アカ／文庫

智は不治の病を患っていた燐と最高の時間を共に過ごし…

ベトナムの禅僧から、ブラジルのミュージシャン、スウェー

そして、燐は死んだ。タイムリープで二度目の夏を迎え、

デンの子どもの本の作家、イラン系アメリカ人の建築家ま

再び燐と出会った智は、彼女のために自分に噓をつき…。

で、さまざまな方法で平和を築いた 20 人の生き方を紹介す

2017 年 9 月公開映画の原作。書き下ろし短編も収録。

る。

（※ガガガ文庫 2015 年刊の一部加筆修正）

『理系アナ桝太一の生物部な毎日』(岩波ジュニア新書)
桝 太一∥著 岩波書店

Y289．1／マス／新書

『羅生門』(現代語訳名作シリーズ－スラよみ!－1)
芥川 龍之介∥作 松尾 清貴∥現代語訳 理論社 YF／アク

筋トレと登山合宿が必須の「体育会系」生物部の過酷な

註釈なしでもすらすら読めて面白い! 「羅生門」をはじめと

日々、デートとムシ取りの究極の選択、アサリ掘りで砂にま

する、芥川龍之介の王朝もの全 5 作品を、読みやすい現代語

みれた大学での研究生活、そして、未知のテレビ業界へ-。

に訳して収録する。芥川文学を読み解くための詳しい解説

人気 No.1 生物オタクアナの「ムシ熱い」青春記。

も掲載。

『池上彰の中学生から考える選挙と未来 知っておきたい

『山月記』(現代語訳名作シリーズ－スラよみ!－2)

10 代からの教養』

中島 敦∥作 小前 亮∥現代語訳 理論社 YF／ナカ

池上 彰∥監修

文溪堂

Y314．8／イケ

中学生からわかる、池上彰の「選挙」の本。衆議院と参議院、

註釈なしでもすらすら読めて面白い! 「山月記」をはじめと

日本と外国の選挙制度、ネット選挙のリアルなどを、写真や

する、中島敦の中国を舞台とした全 3 作品を、読みやすい現

イラストとともに紹介する。
「池上彰のみんなで考えよう 18

代語に訳して収録する。中島文学を読み解くための詳しい

歳からの選挙」全 4 巻の内容をまとめた一冊。

解説も掲載。

『話し方ひとつでキミは変わる』(心の友だち)

『マーヤの自分改造計画 1950 年代のマニュアルで

福田 健∥著 PHP 研究所 Y809.2／フク

人気者になれる?』
マーヤ・ヴァン・ウァーグネン∥著 代田 亜香子∥訳

紀伊國屋書店

Y376．3／ハン

聞き手の心理変化に注意する、会話の始まりはあいさつか

スクールカーストで最下層にいる中学生のマーヤは、ある

ら…。物事の結果を左右し、いい結果を生み出すこともでき

日出合った 60 年以上前の人気者になるための指南書をきっ

る「話し方」
「聞き方」について、その基本から応用までを、

かけに、実験をはじめることにした-。現代のティーンが、

実例をまじえながら解説する。

自分磨きに奮闘した 1 年を綴ったノンフィクション。
』

『中学英語で日本を紹介する本』(14 歳の世渡り術)
デイビッド・セイン∥著

河出書房新社

Y837.8／セイ

『身近な疑問がスッキリわかる理系の知識』
瀧澤 美奈子∥監修 青春出版社

Y404／ミシ

雪でできているのにかまくらはなぜ暖かいの? ブーメラン
英語で道案内する、外国人と一緒に出かける、外国人を自宅

はどうして戻ってくるの? レモンとコインだけでなぜ電気

へ招く…。中学で習う単語や文法を活用した英会話を紹介。

が発生するの? 身のまわりの疑問を、物理や化学などの「理
系の知識」でスッキリ説明する。

『ときめき百人一首』(14 歳の世渡り術)
小池 昌代∥著

河出書房新社

Y911.1／コイ

『空想科学読本 17
柳田 理科雄∥著

<いちばん強いのは誰!?>編』
KADOKAWA Y404／ヤナ

恋する気持ち、人生の深淵、四季折々の感動を味わうための

マンガ・アニメ・ゲームなどに登場するキャラクターの中

百人一首入門。詩人・作家の著者が、ドラマチックな名歌

で、いちばん強いのは誰!? 「迷惑な博士」
「絶対にやりたく

それぞれに訳詩を付けて紹介。さらにその歌をどう読むか

ない特訓」等、気になる 20 分野のキャラクターやエピソー

を解説し、出典歌集、わかりにくいことばの説明も掲載。

ドを、科学的に考え抜いたランキングで紹介する。

『簡単!かわいい!はじめてのアクセ作り NHK
「ガールズクラト」
』

宝島社

Y594／カン

『猫だもの ぼくとノラと絵描きのものがたり』
いせ ひでこ∥絵と文 かさい しんぺい∥文

平凡社 Y645．7／イセ

ブレスレット、ヘアアクセ、リング、イヤリング…。

一匹のノラとの出会いが、人生を変えることだってある-。

おしゃれなアクセや小物の作り方を紹介する NHK の番組

牛乳配達の青年とノラ猫キタカルの交流を、絵本作家・いせ

「ガールズクラフト」で人気があったアイテムなど全 35 作

ひでこのスケッチを添えて綴る。
『猫びより』連載に書き下

品を収録。みんなと差をつけるアイデアがいっぱい。

ろしを追加して書籍化。

『てふや食堂レベル 0 からはじめる勇者ごはん』
てふや食堂∥著 一迅社

Y596／テフ

『スカートはかなきゃダメですか? ジャージで学校』
(世界をカエル－10 代からの羅針盤－)名取 寛人∥著 理論社 Y769．9／ナト

勇者はニポンノカテイリョーリーをマスターし、村人を魔

「少年のような少女時代」
「バレエとの出会い」
「性別適合手

物から救えるか!? 勇者たちが家庭料理に奮闘する漫画も付

術で男性に」
「結婚と家庭」…。世界的に有名な男性だけの

いた、異色のレシピ本。いたって普通の、日本の家庭料理の

バレエ団で活躍した唯一の日本人・名取寛人が語る、女とし

作り方を、料理初心者のためにやわらかく解説。

て生まれて男になるまでと、夢の叶え方。

『ゆる犬図鑑』フェネラ・スミス∥作
マクラウド兄弟∥作 梶山 あゆみ∥訳

飛鳥新社 Y645．6／ユル

『おもしろいほどよくわかる羽生善治の将棋入門
今日からキミも強くなれる!』
羽生 善治∥監修 主婦の友社 Y796／オモ

みんなちがってみんなかわいい! ウェルシュ・コーギー、

駒の動かし方から実際の指し方まで、将棋のやり方をカン

シー・ズー、ダックスフント、パピヨン、ボーダー・コリー、

タンに見て覚えられるように、将棋盤と駒に色を使ったり、

ポメラニアン…。148 の犬種をゆるーい絵と解説で紹介し

駒に矢印をつけたイラストでわかりやすく解説する。

た、くすっと笑えてほっこりする本。

羽生善治が綴る「将棋はこんなにおもしろい」も収録。

