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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
Twitter：httpｓ：//twitter.com/Tokushima_Lib
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獣医学を学ぶ君たちへ
人と動物の健康を守る

まなの本棚

中山 裕之/著 東京大学出版会 Ｙ649/ナカ

芦田 愛菜/著 小学館 Ｙ019.9/アシ

獣医師になるためには?ペットの診療以外の獣医師の仕

小学生で夢中になった児童書、次々と読破したシリーズもの…。

事は?人の健康と動物の健康の関係は?これから獣医学

年間 100 冊以上も読み、本について語りだしたら止まらない

を学ぶ人、獣医系大学をめざす人に向けて、大学の動物

芦田愛菜が“秘密の約 100 冊”を紹介する。山中伸弥、辻村

医療センターに勤務する獣医師が、わかりやすく語る。

深月との対談も収録。

ころべばいいのに

古事記で謎解きほんとにスゴイ!日本

ヨシタケ シンスケ/作 ブロンズ新社 ＹＥ/ヨシ

ふわ こういちろう/著 サンマーク出版 Ｙ210/フワ

わたしには、嫌いな人がいる。イヤなことを言ったり、したりす

日本最古の歴史書「古事記」を紐解けば、いままで知らな

るから。誰かを憎んでいる時間がもったいないのに、イヤな

かった「本当の日本」が見えてくる。日本大好きイラストレ

気持ちって自分じゃどうしようもない。そんなときは…。

ーターが、古事記・歴史・神社をテーマに日本の歴史をマ
ンガを交えて紹介する。

この数学,いったい
いつ使うことになるの?
Hal Saunders/著 森 園子/訳 猪飼 輝子/訳 二宮 智子/訳
共立出版 Ｙ410/サン
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YA BOOKGUIDE
徳島市立図書館 ６階 YA コーナー

数学の内容は、社会のどのような場面で利用され、活用され

徳島市立図書館では６階に YA（中高生）コーナーを設置。

ているのか。さまざまな職業に結び付けた分数、百分率、体

YA コーナーには今回のブックガイドでオススメした本はも

積・容積、一次方程式などの問題を多数収録。数学の有用

ちろん、小説、進路など幅広い資料をご用意しています。

性を感得できる。

図書館に来たら YA コーナーを一度のぞいてみよう。

リスタート
ゴードン コーマン/著 千葉 茂樹/訳
あすなろ書房 Ｙ933.7/コマ
おれはチェース・アンブローズ、13 歳。夏休みに屋根
から落ちて記憶を失った。おれはアメフトのスター選
手だったらしい。しかし、どうやらそれ以上にとんで

自分を信じた 100 人の男の子の物語
世界の変え方はひとつじゃない
ベン ブルックス/文 クイントン ウィンター/絵
芹澤 恵・高里 ひろ/訳 河出書房新社 Ｙ280.4/フル

サッカー選手、プログラマー、映画監督、ラッパー、デザイナー。
ありのままの自分でいる勇気をもって道を切りひらいた 100 人
の男の子を肖像画とともに紹介。

もないワルガキだったみたいで…。マイナスからの自
分探しの物語。

感涙ストーリーで
一気に覚える英単語 3000
清涼院 流水/著 明日香出版社 Ｙ834/セイ

e

プロの
スポーツプレーヤーになる!

岸 大河・日本テレビ e スポーツ番組「eGG」/監修
河出書房新社編集部/編 河出書房新社 Ｙ798.5/フロ

心に沁み入るストーリーに載せた生きた単語なら、記憶に残

コンピューターゲームを使って、他の人と競い合う e スポーツ。

る! 泣けるストーリー全 100 話を日本語で読みながら、ちり

未来のオリンピック競技とも言われる e スポーツでプロになっ

ばめられた 3000 の必須英単語&フレーズを覚える本。スト

て稼ぐために必要な心構えや方法を、業界トップのメンバーが

ーリーのシーンと一緒に覚えることができる。

伝授する。

ショートフィルムズ
（5 分後の隣のシリーズ）
ブックショート/編著 くじょう/絵 学研 ＹＦ/シヨ

うつくしい博物画の記録

しぜんをしるためのえほん
ORGANISING NATURE:A PICTURE ALBUM
ウェルカム コレクション/編 堀口 容子/訳
グラフィック社 Y460.2/ウツ

5 分程度の時間で読めて、人生の 1 シーンを描いた映画を

世界のことわりを描き出した叡智の結晶は、かくも奇異で、綺

観たような読後感が味わえるアンソロジー。「永遠記念日」

麗で、精緻だ。英国の博物館「ウェルカム・コレクション」が集め

「お母さんのワンピース」など全 25 編を収録。

た、かつての欧州の自然観が生んだうつくしい博物画の数々
を紹介する。

カモフラージュ
Camouflage
松井 玲奈/著 集英社 ＹＦ/マツ

10 代のための疲れた心がラクになる本
「敏感すぎる」「傷つきやすい」自分を好きになる方法
長沼 睦雄/著 誠文堂新光社 Ｙ146.8/ナカ

メイドになりたい一心で上京した 18 歳の“いとうちゃん”は

友だち関係、勉強、家族、容姿…。生きづらさを抱えている

メイド喫茶で働き始めるものの、ストレスから体重が増加して。

10 代に向けて、ストレスの正体や「超敏感気質(HSP)」につ

恋愛からホラーまで、松井玲奈のデビュー短編集。

いての知識を紹介。どうすれば気持ちを変え、行動を変えら
れるか具体的な方法をまとめる。

転校生は
かがくぶっしつかびんしょう
武濤 洋/さく 吉野 あすも/え
ジャパンマシニスト社 ＹＥ/タケ

僕らが生きているよのなかのしくみは
「法」でわかる
13 歳からの法学入門
遠藤 研一郎/著 大和書房 Y320.4/エン

マスクやゴーグルをつけた「化学物質過敏症」の転校

いじめって犯罪? インスタにウソの投稿をしたら? 10 代

生がやってきた。他の子の服についた洗剤のニオイで

から大人までおさえておきたい法律の基礎を、身近で起

も苦しくなるから、クラスのみんなは近づけない。け

こりそうな出来事を描いたストーリーマンガといっしょにわ

れど 1 人だけ、近くで話せる子が現れて…。

かりやすく解説する。

くらべる骨格動物図鑑

14 歳からの資本主義

ウマは 1 本の指で立っている!

君たちが大人になるころの未来を変えるために
Capitalism from the age of 14 years old

川崎 悟司/著 大渕 希郷/監修
新星出版社 Ｙ481.1/カワ

丸山 俊一/著 大和書房 Y332/マル

フラミンゴの膝に見える部分は踵、チンパンジーの足は

大きな曲がり角にある資本主義について、14 歳の少年少女

手の形をしている、ハムスターは自分で顎を外せる…。

を念頭におきながら、一緒に考え始めてほしいことを、語りか

海パン姿の男性のイラストで、人間とそのほかの動物の

けるように解説する。

骨格を比較し、動物たちの驚異の能力の秘密に迫る。

死ぬんじゃねーぞ!!

妄想国語辞典

いじめられている君はゼッタイ悪くない

野澤 幸司/著 扶桑社 Ｙ917/ノサ

中川 翔子/著 文藝春秋 Ｙ371.4/ナカ
あなたの命はあなたのもの。誰にも奪うことはできない。中

「一瞬いい?」→意味:こみ入った相談のこと。「伸びしろ採

学のころにいじめがきっかけで不登校になった中川翔子が

用」→意味:一か八かの選択。コピーライターである著者による

“死にたかった夜”の先に見つけた気持ちを言葉と漫画で綴

妄想の集大成。世の中にまだない日本語を開発し、紹介す

る。

る。

僕と君の 365 日
(ポプラ文庫ピュアフル)

「文系?」「理系?」に迷ったら読む本
AI 時代の進路の選び方(心の友だち)

優衣羽/著 ポプラ社
ＹＦ/ユイ/文庫

竹内 薫/著 PHP 研究所 Ｙ002/タケ

毎日を無難に過ごしていた蒼也は進学クラスからきた美少

文系・理系の区分けはもう意味がない。AI 到来で社会が激

女・緋奈と隣の席になる。その矢先、色彩が失われ死に至る

変する 15 年後の世界で生き残るために、職業を考えるた

「無彩病」になったことを知り自暴自棄になった蒼也は、緋奈

めの新しい座標軸から大学・学部・学科の選び方・対策まで

から「彼女になってあげる」と告げられ…。

をわかりやすく紹介する。

54 字の物語 参
みんなでつくる意味がわかるとゾクゾクする超短編小説

氏田 雄介/編著 武田 侑大/絵
PHP 研究所 ＹＦ/コシ
1 つの話が 54 字ピッタリで終わる超短編小説集。
「佐藤の消失」
「文殊の知恵」など、爆笑問題の太
田光の作品も含む全 90 話を収録。各話に解説文を
併載し、54 字の物語の作り方も紹介する。

君と読む場所
(新潮文庫 nex)
三川 みり/著 新潮社
ＹＦ/ミカ/文庫
職場体験に図書館を選んだ有季は、隣のクラスの繊細で無
口な女の子・麻友と一緒に実習することに。話すきっかけな
ど考えつかなかった有季だが、時代小説「さぶ」が 2 人の距
離を近づけて…。人と本を繫ぐ物語。

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー
The Real British Secondary School Days
ブレイディ みかこ/著 新潮社 Ｙ376.3/フレ

ぼくにだけ見えるジェシカ
アンドリュー ノリス/作 橋本 恵/訳
徳間書店 Ｙ933.7/ノリ

優等生の「ぼく」が通い始めたのは、人種も貧富もごちゃ

ファッションに興味を持ち、学校で孤立している男の子・フラ

まぜの「元・底辺中学校」。世界の縮図のような日常を

ンシス。ある寒い冬の日、校庭のベンチにいると、ノースリー

思春期真っ只中の「ぼく」と著者である母は、ともに考え

ブの女の子が現われて…。幽霊の少女との友情を通して変

悩み乗り越え…。

わってゆく少年たちの姿を描く、心にしみる物語。

しびれる短歌

若い人のための 10 冊の本
(ちくまプリマー新書 339)

(ちくまプリマー新書 318)

小林 康夫/著 筑摩書房 Y019.5/コハ/新書

東 直子・穂村 弘/著 筑摩書房 Y911.1/ヒカ/新書

悲しみを歌う、中原中也の「詩集」、世界の起源を問う「ホ

恋、食べ物、家族、動物、時間、お金、固有名詞の歌、

ーキング、未来を語る」…。これから未来を生きようとする

トリッキーな歌…。さまざまな短歌について、その向こ

若い人に、世界の秘密の扉を開けてくれるかもしれない

うの景色や思い、時代性を語る。ふたりの歌人による楽

「鍵」となるような本 10 冊を紹介する。

しい短歌入門。

放課後の文章教室
小手鞠 るい/著 偕成社 Ｙ816/コテ
小説家・小手鞠るいが、若い人からの「文章について」
「書くことについて」の質問に答え、ツイッター・メールから
読書感想文まで、書くことの楽しさとコツを教える。

化学のしごと図鑑
きみの未来をさがしてみよう
近畿化学協会/編

化学同人 Ｙ570.2/カカ

化学を学んだ先にどんな職業があるのかわかる本。大学・企
業の研究職、販売・管理、その他の専門職など 30 の職種に
就いている先輩たちが、毎日どんなことをしているか、どうす
ればそのしごとに就けるのかなどを紹介する。

