
【郷土】094.8-ｵ うんなんコウノトリ  
四姉妹ものがたり  

太田和良 写真 太田和良  
 

【行政】317-ｲ キャリア教育に役立つ!官公庁

の仕事 

稲継裕昭 監修 あかね書房 

行政の担い手である国家公務員が登場、仕

事の目標ややりがいを語り、行政のしくみと

国家公務員の仕事がよくわかる！各省庁の

役割や実際の仕事の進め方、新聞やニュース

で話題のできごとなど、情報が満載。 

 

【３３経済】 

335-ｴ しょぼい起業で生きていく  
えらいてんちょう 著 イースト・プレス 

組織で働くのが無理なら起業しよう。「し

ょぼい起業」は不況に強く、つぶれにくい。

「店を開くには大金がかかる」は大ウソ。準

備資金がゼロでも大丈夫。現金だけが儲けで

はない…「計画」も「お金」も、「経験」も不

要。多少のコツさえつかめば、わりとふつう

にできる、逃げても生きてくための、生存戦

略。 

 

336-ﾎ 仕事が楽しくなる働き方の 7 マナー 

北條久美子 著 講談社  

スイスイ仕事ができる理由。仕事もプライ

ベートも人生を楽しく生きるためのスキル、

身につけましょう！ 

 

336-ﾎ 図解仕事の基本社会人 1 年生
大全 
北條久美子 著 講談社  

自分を覚えてもらえる自己紹介法／好感

度を左右する身だしなみ／返事をしたくな

るメールテクニック／スマホ・ＳＮＳの落と

し穴／いまどきアフターファイブのマナー

／仕事関係の冠婚葬祭ルール／その後を考

えたハラスメントの防止と対応法ほか、社会

人になったら知っておきたいビジネスマナ

ー、今さら誰にも聞けない一般常識、充実し

た仕事人生のアドバイスまで！ 

 

336-ﾐ 最新ビジネスマナーと今さら聞け
ない仕事の超基本  
宮本ゆみ子 著  朝日新聞出版 
  

 
 

【コミュニケーション】 
361-ｺ まわりの人と「うまく付き合えない」
と感じたら読む本  
心屋仁之助 著 大和書房  

腹を立てずに向き合えたら…と思ったこ

とはありませんか？人間関係でつまずいた

ときの問題解決法が満載！「目の前の問題が

“ま、いっか”と思えるようになった」とい

う人が続出の“魔法の言葉”を公開。 

 

【366 職業】 
366-ｷ 日本の給料&職業図鑑パーフェ
クトバイブル  
給料 BANK 著 宝島社  

職業５００種の月給と未来像。 

 
366-ｼﾞ 女性の職業のすべて 2020 年版 
女性の職業研究会 編 啓明書房 

好きなこと、やりたいこと、興味のあるこ

とを自分の仕事に。女性の職業総合ガイド！ 

 

【福祉】369-ｳ 福祉・介護の資格と仕事  
やりたい仕事がわかる本  

梅方久仁子 著 技術評論社  
 

【３７教育】 
374-ｶ 命を愛しむ養護教諭の仕事 
 いま保健室に求められている思想と技法 
数見隆生 著 本の泉社  

厳しい課題に日々向き合っておられる養

護教諭の方々と問題意識を共有し、どのよう 

 

に子どもと向き合うべきなのかを考えるた

め、次の四つの柱を立てて、問題を提起。 

 

374-ｻ 職業としての教師  
目指す人が知っておくこと。 

佐藤明彦 著 時事通信出版局  

教師の仕事とは、実際のどのようなものな

のか。どうしたらなれるのか。どんな人が向

いているのか。他の職業に比べて給料や大変

さはどうなのか。免許取得、採用から給料、

忙しさ、職場環境まですべての情報が分かる。 

 

376-ｶ ゼロから 1 カ月で受かる大学入
試小論文のルールブック  
神﨑史彦 著 KADOKAWA  
 
376-ﾅ 保育園の仕事 保育ハンドブック 3 
なでしこ保育園, なでしこ保育研究所 編
著  大修館書店  
 

【49 医学】 
490-ｶ 大丈夫。人間だからいろいろあって 
香山リカ 著 新日本出版社 

「自分はこのままでいいの？」些細なこと

から深いトラウマまで、生きている限り悩み

は尽きない。でも大丈夫。支えてくれる人が

きっといる。私たちにちょうどいい生き方は

きっとみつかる。読めば、そっと背中をおさ

れ、ふっと肩の荷がおりる、今を生きる人た

ちの心と体をほぐす、ほんわかハートフルエ

ッセイ。 
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三刀屋高校図書館 

頑張れ！三刀屋高校 
県総体や文化部の大会が近づきました。日々の練習の成果を発揮するときです。 

力を出し尽くせるよう祈っています。がんばってください。 
図書館としてできることと言えば、みなさんの力になるような本を紹介すること。今月の

ガラスケースに「ココロとカラダのサプリ本」を用意しています。ちょっとでも気になる
本、役立つ本があるかもしれませんので、ぜひ図書館へ来て見てね! ｂｙ司書 

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   ☆はリクエスト   

❤ ❤ こんなコーナー作っています❤ ❤ 

館内コーナーでは 

★5 月 12 日は看護の日★ 

看護について考えよう 

看護師の体験記や患者目線の本、 

医療スタッフや病院関係の仕事内容、 

現在の医療を知る本を選びました。   

 

ガラスケースのなか 

部活を頑張れる 

ココロとカラダのサプリ本だよ 

部活小説をはじめ、スポーツ栄養

学の本やテーピングや心身のケア

の本を集めています。 



492-ﾔ コミュニティナース まちを元気
にする〝おせっかい"焼きの看護師  
矢田明子 著 木楽舎  

ウーマン・オブ・ザ・イヤー 2018 を受

賞 世界が注目する島根発、新しい地域ケア

のあり方！コミュニティナースという新し

い働きかた・生きかたが、全国各地で始まっ

ている。見守りや巡回など、さまざまな活動

を通じて地域の人たちのそばで関係性を深

め、安心を届けることで、健康的なまちづく

りに貢献するキーパーソン。この活動を島根

県でたった一人で始めた矢田明子さんと、全

国に広がるコミュニティナースたちが取り

組む、これからの地域ケアをめぐる奮闘記。 

 

492-ﾖ 災害看護と心のケア  
福島「なごみ｣の挑戦  

米倉一磨 著 岩波書店  
｢なごみ｣は日本初、真の「心のケアセンタ

ー」だ。すべての住民を対象にした最先端の

試みを全国各地で参考にしてほしい。 

 
【67 商店経営 接客術 開業】 
673-ｱ マンガでわかるカフェ開業 
青木健生 ソシム  

コンセプトやメニューの決め方から、開

業・運転資金の調達、物件探しや店舗施工の

ポイント、カフェオープンの準備まで必要な

ことが、ぜんぶわかる。ストーリー仕立てだ

から、必要な知識がみるみる頭に入る。 

 

673-ｵおもてなし英会話 接客&観光案内 
英会話イーオン 監修 宝島社  

日本を訪れる外国人がここ数年で倍増し

ており、街中でも英語の必要性を感じること

が増えてきた。２０２０年の東京オリンピッ

クに向けて、外国人に気持ちよく日本を楽し

んでもらうお手伝いができる英語力と自信

を身に付けよう！ 

  

673-ｷ 接客・接遇のためのユニバーサ
ルサービス基本テキスト  
紀薫子 著  

日本能率協会マネジメントセンター 
すべての人に喜ばれる接客・接遇ができ

る！合理的配慮を行うための「知識」「意識」

「気づき」を解説！障害者、高齢者、認知症

患者、妊婦、幼児、外国人、ＬＧＢＴなど、

タイプに応じたサービスの実践法がイラス

トでわかりやすい。 

 

673-ｺﾞ 古民家カフェを開こう  
無理せず日商 3 万円、年間売上 1,000 万
円! : リノベーション内装メニューなど人気
店オーナーが流行るコツ大公開!  
五味美貴子 著 KADOKAWA  

物件選びから資金調達法、リノベーション

の要点、内装のコツ、リピーター獲得のメニ

ューとレシピ、すぐに使える運営マニュアル

など…図解満載、実践カフェ開業読本。 

 

673-ｾ カフェをはじめる人の本  
自分らしいお店のつくり方をおしえます 
成美堂出版編集部 編  成美堂出版 

東京で開業したカフェ８店、地方ではじめ

たカフェ６店が自分らしいお店のつくり方。 

 

673-ﾜ イラストで見る接客の基本とコツ 
カフェ・レストラン…テーブルサービスの教
科書 渡邊忠司 文 ; 山崎真理子 絵 
学研プラス  

具体的なイラスト図解でわかりやすい！

あらゆる関係者に役立つ内容！体の動かし

方がわかる動画つき！飲食業界のバイブル。 

 

【芸術】706-ﾆ 展覧会プロデューサーのお仕

事   西澤寛 著 徳間書店  
セゾングループから東映へ。１８年間に６

７本を３３３会場で開催し６５０万人を動

員。企画立案、運営コスト、展示物調達、広

報宣伝、集客テクニックまで、最強プロデュ

ーサーが初めて明かす、皆様を感動させたあ

の展覧会の実態。 

 

【工芸】750-ﾀ 暮らしが変わる仕事  
つくる人を訪ねて  

田中のり子 著 誠文堂新光社 
好きなことを仕事にした女性たちが日々

心がけていることを尋ねるインタビュー集。

いかに天職に巡り合えたのか、その秘訣とは。 

 
【映画】778-ﾆ 東宝特殊美術部の仕事 
映画・テレビ・CF 編  
ににたかし 著 新紀元社  

かつて東宝映像美術にあり、東宝特撮映画

を支えた特殊美術部。「特美」と通称された

その部署へ、１９７２年に入った著者が撮影

した作業記録写真を一挙公開。筆者だけでな

く、先輩同僚の仕事を著者撮影の写真をもと

に描き出す東宝メカ写真資料集。 

 

【スポーツ】780-ｺ スポーツトレーナー 
絶対になりたい人が読む本 アスリートの心
と体を支える"感動"の職業  
小林英健, 田中宣彦 著 現代書林  

私たちはこうして夢を実現しました！最

強のスポーツトレーナーになるための４つ

のステップ。 

 

【816 小論文対策】 
816-ｱ 何が書けたら「小論文」なの?  
安達雄大 著 語学春秋社  

 

816-ｲ 一日一分 文章力がなくてもスラ
スラ書ける 小論文の超書き方講座  
石橋知也 著 エール出版  

 

816-ｶ 看護系学部の小論文 
鶴田博之ほか 共著    河合出版  
 

816-ｼ 小論文これだけ! 短大・推薦入
試から難関校受験まで 受験生の疑問に
ズバリ回答!Q&A 編  
樋口裕一 著 東洋経済新報社 
 

816-ﾋ 小論文これだけ! 短大・推薦入
試から難関校受験まで 模範解答医学・看
護・医療編  
樋口裕一, 大原理志 著 東洋経済新報社  

【英会話】837-ｿ パッと答えるまちなか
シンプル英会話 英会話タイムトライアル 
スティーブ・ソレイシィ 著 NHK 出版 

すぐに使える「会話術」で、英語がとっさ

に口から出てくるようになる！ 

 

【913 日本の小説】 
913-ｳ 鹿の王 水底の橋  
上橋菜穂子 著 KADOKAWA  

黒狼熱大流行の危機が去り、東乎瑠帝国で

は、次期皇帝争いが勃発。様々な思惑が密か

に蠢きはじめているとは知らずオタワルの

天才医術師ホッサルは、祭司医・真那の招き

に応じて、恋人ミラルとともに清心教医術の

発祥の地・安房那領へと向かう。ホッサルは

そこで、清心教医術に秘められた驚くべき歴

史を知るが、思いがけぬ成り行きで、次期皇

帝争いに巻き込まれていき･･････！？ 

  

913-ｷ カゲロボ  
木皿 泉 著 新潮社  

カゲロボというものがいるらしい—。学校

で、職場で、病院で、家庭で、街角で、カゲ

ロボは私たちをずっと見守っていてくれる

のだろうか？それとも、罰するためにいるの

だろうか？ささやかな「罪」と「赦し」の物

語。 

 

913-ﾂ いいね!  
筒井ともみ さく ; ヨシタケシンスケ え  
あすなろ書房  

いやなことも、だめなことも、ちょっと見

かたを変えたなら…？世の価値観をひっく

り返す明るく楽しい生き方指南書！２０の

連作短編集！ 

 

913-ﾜ 手のひらの京  
綿矢りさ 著 新潮社  

おっとりした長女・綾香、恋愛に生きる次

女・羽依、自ら人生を切り拓く三女・凛。生

まれ育った土地、家族への尽きせぬ思い。か

けがえのない日常に宿るしあわせ。京都に暮

らす奥沢家三姉妹を描く綿矢版『細雪』。 


