
☆職業紹介本 
〇なるには Books    

150 種類の職業が紹介され、どうやった

らなれるのか、その職についている人のイン

タビューが載っているシリーズ。 

 

〇まるごとガイドシリーズ 
医療系 20の業種が紹介されたシリーズ 

 

〇医療・福祉の仕事 見る知るシリーズ 
10代の君の「知りたい」に答えます 
医療・福祉の専門職で活躍している人の一日

に密着。インタビューもあって、知りたいこ

と満載です。 

 

〇会社のしごと １～６ 
売る仕事、取りまとめる仕事など会社にあ

る様々な部署の仕事がわかるシリーズ 

 

〇しごと場見学！ 
病院、工場、学校、消防署、美術館、商店

街、遊園地、など、様々な職場で働く人たち

を紹介したシリーズ 

 

〇プロフェッショナル仕事の流儀  
様々な職業のプロフェッショナル達が自

分の仕事について語るシリーズ。 

〇目指す人のためのよくわかるハンドブック 
 栄養士、行政書士、税理士、学校の先生、
公務員など 30種を紹介。 

 

このほかにも資格の取り方、いろんな職業

についている人の書かれた本や業界の事情

のわかる本、働くとはどういうことかがわか

る本を用意しています。 

 

自分が何になりたいのか、 

なぜその職業に就きたいのか、 

しっかり考えてみてください。 

面接試験のときに必ず聞かれることですよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆学部・学科紹介 
進学を考えている人は、どんなことを学び

たいかで、行く学部や学科、大学は違いま
す。学部や学科をしっかり理解してから、大
学を選びましょう。 
 
〇なるには Books  大学学部調べ 
文学部、看護学部・保健医療学部、 
理学部・理工学部、社会学部・観光学部、 
 
〇大学の学科図鑑 
伝統ある定番の学科から新進気鋭の学科 

 
〇雑誌『蛍雪時代』の付録も学部・学科の
紹介がついて、参考になりますよ。 
 
 

159-ｺ 君たちはどう働くか  
木暮太一 著 光文社  

３社でサラリーマンとして働き、現在は経

営者となった著者が、「実戦」を通して考え

抜いた、これからの時代の仕事論。 

 

 
 

159-ｻ 「適職」に出会う 5 つのルール 
自分に合う仕事に就くことで、人生は開け
る! 櫻井秀勲 著 きずな出版 
「この仕事、向いてるのかな…」「がんばっ

ても、うまくいかない…」こんどこそ！就職、

転職で失敗しない必勝テクニック。 

 
319-ｵ 平和をつくるを仕事にする 
鬼丸昌也 著 筑摩書房  
僕らのチカラで世界は変わる！世界の平

和を目指すとはどういうことか。国際協力現

場からの平和論。 

 
327-ｳ 司法の現場で働きたい!  

弁護士・裁判官・検察官  
打越さく良, 佐藤倫子 編 岩波書店 
現在活躍中の１３人の法律家たちが、今の

職業を選んだ理由、その面白さと難しさ、さ

らには意義を率直に語る。時に法律家以外の

顔も垣間見え、進路や生き方に悩む人にとっ

ても役に立つ一冊。 

 

366-ﾅ-149 診療放射線技師になるには 
笹田久美子 著 ぺりかん社 
高度な専門知識と技術で、医師の診断や治

療をサポート！放射線をはじめ多様な物質

を検査や治療に用いて従事する姿を紹介。医

療機器の進歩に伴い、今後も活躍が期待され

る診療放射線技師の仕事と“なり方”を解

説。 
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自分の将来を考えよう！ 

県総体や文化部の大会お疲れさまでした。チカラを発揮出来た人、出来なかった

人もいるでしょうが、次へのステップアップにつなげましょう。 

3 年生は部活を終えて、自分の進路に向かって進みだす時期ですね。自分の将来

を見すえて、やるべきことを頑張りましょう。1，2年生も今から自分の将来をイ

メージして、準備していきましょう。そんな皆さんを応援するため、図書館には

800 冊のキャリアコーナーがあります。今回はそのキャリアコーナーの本を紹介

します。 

キャリアコーナーに新しく入った本    

ラベルの番号 書名 著者名 出版社 

内容 の順  

❤ ❤ こんなコーナー作っています❤ ❤ 

入口と閲覧室では 

★郷土の良さを知ろう★ 

島根県や雲南市の歴史や文化につ 

いて紹介した本をチョイス！ 

地元の魅力を再認識してみませんか   

 

                    

ガラスケースの中 

6 月は「環境月間」自然環境や

気象について考えてみよう 

地球温暖化や異常気象など、

生活に密接にかかわる環境問

題を考えてみましょう 

 

 



366-ﾅ-150 視能訓練士になるには 
橋口佐紀子 著 ぺりかん社 
人の「見る」機能をケア／サポート。斜視

や弱視の「視能矯正」や、病気やケガにより

視力の回復が困難な人をサポートする「ロー

ビジョンケア」など、幅広く活躍する視能訓

練士の仕事と“なり方”を解説。 

 

366-ﾅ-5美容師・理容師になるには 
大岳美帆, 木村由香里 著 ぺりかん社 
「美しさ」を幅広く提供する美容師と、「刈

る」「剃る」が重要な位置を占める理容師の、

個性豊かな活躍を紹介！適性や心構え、なる

ための道のりも詳しく解説。 

 

 

374-ｶ 教師という生き方  
鹿嶋真弓 著 イースト・プレス  

日本の中学校教師は世界一忙しいともい

われている。教育現場が複雑・多様化するな

かで、変わらない教師の資質、醍醐味とは何

か。３０年間、公立中学校の教員として勤務

し、いじめや学級崩壊を起こさせない取り組

みのひとつである「構成的グループ・エンカ

ウンター」実践者として注目される著者が仕

事への想いを語り尽くす。 

 
376-ｲ 保育士という生き方  
井上さく子著 イースト・プレス  

日本に必須の社会インフラとなった「保育」

だが、待機児童問題、保育士不足、園建設反

対など、現場は今、揺れに揺れている。そん

ななかで、肝心な「子ども」の存在が置き去

りにはされていないだろうか。４０年にわた

って、保育士として、園長として、子どもの

代弁者・伴走者であり続けた著者が、仕事へ

の情熱と葛藤、そしてすべての子どもたちへ

の想いを綴る。 

 

376-ｳ 工学部 中高生のための学部選
びガイド なるには Books大学学部調べ 
漆原次郎 著 ぺりかん社 
「ものを作る方法」や「もの作りにまつわ

る知識」を学ぶ工学部の実際を、教授や学生、

卒業生のインタビューと Q&Aで解説。 

376-ｶﾞ 大学学科案内  

学研プラス 編著 学研プラス  

どの大学にどんな学科があり、将来どんな職

業につながるのかを、簡単に調べられる。学

研プライムゼミ特任講師が教える学習法付。

大学の学科を系統にわけて紹介。「どの大学

にどんな学科があり、そこでは何を学べるの

か」はもちろん、「将来どんな職業につなが

るのか」も簡単に詳しく調べられる。受験ま

での心構えもわかる。 
 
480-ｺ 動物園ではたらく  
小宮輝之 [著] イースト・プレス  

逃げ出した動物の捕穫獲、徹夜で出産を見

守り…動物園の舞台裏は想像以上に忙しな

い。飼育係をはじめとするスタッフは存在自

体が動物たちの「生存環境」であり生命線な

のだ。動物園の役割は時代とともに変化する。

ときには外交のためにパンダが贈られ、現在

は稀少動物の絶滅を防ぐ「種の保存」を担う。

進化し続ける園で４０年間働き、飼育係から

園長までを務めた著者が語る、動物と触れ合

う喜びと驚きに満ちた日々 
  
589-ｲ 僕たちはファッションの力で世界
を変える ザ・イノウエ・ブラザーズという生き
方 井上聡, 井上清史 著 ; 石井俊
昭 取材・執筆 PHPエディターズ・グル
ープ PHP研究所 (発売)  

ビームスやコムデギャルソンなどファッ

ション界が注目するエシカルなブランド、

ザ・イノウエ・ブラザーズの生き方・働き方

がわかる本 
 

699-ﾑ 放送作家という生き方 
村上卓史 著 イースト・プレス  

テレビ・ラジオ・ネット番組など、放送業

界のあらゆる場面で裏方として活躍する放

送作家。顔と名前の知られているごく一部の

スター放送作家を除き、その実態は謎に包ま

れているのではないでしょうか。本書では、

放送作家生活３０年超のベテランが、企画書

出しやテロップ作成などの具体的な仕事内

容から、放送作家ならではの魅力、過酷なス

ケジュールの理由、恋愛事情、アイデアのつ

くり方、放送作家になるための心得まで、徹

底紹介。 

 

726-ｴ 地元で広告代理店の営業女子
はじめました  
えりた 著  
イースト・プレス 
がんばっているのに、 

どうしてうまくいかな 

いの――？ 

実録、新社会人の 

お仕事エッセイ☆ 

 
 
767-ﾅ アイドルになりたい!  
中森明夫 著 筑摩書房   

アイドルになるために必要なものって、何

だろう？アイドルとしてブレークするには、

どうすればいい？仕事の中身から、これから

のアイドルまで、大切なことがぎっしり詰ま

った、初のアイドル入門本。 

 

780-ｺ スポーツの現場ではたらく 
小松ゆたか [著] イースト・プレス  

夢の舞台はアスリートだけのものじゃな

い。ドクター、トレーナー、栄養士、カウン

セラー…。華やかな選手の活躍の裏には、さ

まざまなスタッフの力が結集している。選手

のため、チームのため、ともに勝利を目指し

て、スタッフは何を思い、どのようにして働

いているのか。５度のオリンピック帯同経験

を持つスポーツ・ドクターが、プロフェッシ

ョナルたちの姿と、トップ・アスリートを支

えた経験を明かす。「スポーツにかかわりた

い」すべての人へ贈る一冊 

 

 
 
 

 
【郷土】096.8-ｷ 木次線ローカルガイド 
ハーベスト出版   

木次線の歴史や沿線の魅力を島根大学の

学生たちが取材し､まとめた一冊。 

魅力が再発見できます。 

 

【手紙】915-ｼ 100 文字で伝える「ありが
とう」のショートレター  
島根県 島根県健康福祉部障がい福祉課  

 
【外国の文学】 
933-ﾌﾞ わたしがいどんだ戦い 1939年 
キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー 作 ; 
大作道子 訳 評論社  
一九三九年。二度目の世界大戦さなかのロ

ンドン。足の悪いエイダは、けんめいに歩く

練習をしていた。歩けさえすれば、弟といっ

しょに疎開できる！―自分らしく生きるた

めに戦う少女と、彼女をあたたかく包む村の

人たちをえがく。二〇一六年のニューベリー

賞次点作。シュナイダー・ファミリーブック

賞受賞作。【読書感想文コンクール課題図書】 

 

933-ﾜ 小さな家のローラ  
ローラ・インガルス・ワイルダー 作 ; 安野
光雅 絵・監訳 朝日出版社 
全米 4100 万部超のベストセラー。不朽

の名作ドラマ『大草原の小さな家』の原作を、

安野光雅が絵本に描きおろす。 

 

956-ｺ いのちは贈りもの  
ホロコーストを生きのびて  

フランシーヌ・クリストフ 著 岩崎書店 
これほど残酷な中にあっても、気高い精神を

持ち続けた少女がいた！時代を超えた、少女

の珠玉の証言。【読書感想文コンクール課題図書】 

その他の新しく入った本    

ラベルの番号 書名 著者名 出版社 

内容 の順  

 


