
☆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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

019-ｻ 読書する人だけがたどり着ける場所 

齋藤孝 著 SB クリエイティブ  
 「本」を読むからこそ、思考も人間力も

深まる—「ネットで情報をとるから本はい

らない」という風潮が広がっているが、そ

れは本当か？読書だからこそ、「著者の思考

力」「幅広い知識」「人生の機微を感じとる

力」が身につく。ネットの時代にあらため 

て問いたい「読書の効能」と「本の読み 

方」を紹介 

 

【哲学】104-ｺ ひとりで、考える  
哲学する習慣を 

小島俊明 著 岩波書店  

２０年度の教育改革をひかえ「主体的・

対話的で深い学び」「探究型学習」「哲学対

話の授業」などへの関心が高まっている。

正解のない課題に対して自分で「考える」

ことが求められるように。フランスの事例

を紹介し、「考える」について考える。 

【159 生き方】 
159-ｺ 「空気」を読んでも従わない 

 生き苦しさからラクになる  
鴻上尚史 著 岩波書店  

どうしてこんなに周りの目が気になる

の？どうしてこんなに先輩に従わないとい

けないの？どうしてこんなに LINE やメー

ルが気になるの？それはあなたが弱いから

ではなく、すべて理由がある。そのヒミツ

を知れば、うんと生きやすくなる。 

 

159-ﾀ メシが食える大人になる! 
よのなかルールブック  

高濱正伸 監修 ; 林ユミ 絵  
日本図書センター  

これから厳しい社会に出ていくこどもた

ちに伝えておきたい本当のことを、50 の

「よのなかルール」としてまとめた。ちょ

っぴりピリ辛なことばと、ユーモアあふれ

るイラストの組み合わせが楽しい１冊。 
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三刀屋高校図書館 

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も出来なかっ

た人もいるでしょうが、いろいろな気持ちを次につなげていきましょう。 
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、必要な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。今回はその中の主なシリーズを紹介します。 
 

＊＊こんなコーナー作っています＊＊ 

入口は「誰かさんのおすすめ本」を 

生徒手作りの POP つきで紹介しています 

館内では★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。 

☆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、工学部、教育学部、医学部、法学
部、経営学部・商学部 
 
〇雑誌『蛍雪時代』の付録に学部・学科
の紹介が付いています。参考になります。 
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【会社】335-ｲ 会社のことよくわからないま
ま社会人になった人へ 
池上彰 著 海竜社  

「会社」ってどんな組織？「会社で働く」

ってどういうこと？ 社会人になるための基

礎知識が身につく、就活生や新社会人必読

の一冊。ジャーナリスト・池上彰さんが、

今更聞けない「会社のこと」を徹底解説。 

 

【労働問題】366-ﾅ 外国人労働者・移民・
難民ってだれのこと?  
内藤正典 著 集英社  

世界中で今、人が移動している。戦争や

貧困を逃れて、そして働く場を求めて。日

本にもこれから大勢の人が外国から働きに

来る。今後どういう事がおきるのか。そし

て私たちは彼らと、どう接していけば良い

のか。中学生からおとなまで、この世界を

知るための最良の一冊！ 

 

【職業紹介】 
317-ｸ 警察官という生き方  
久保正行 著 イースト・プレス 

３０万人を擁する巨大な警察組織のなか

で、警察官はどう働いているのか。組織体

系や人事、警察学校の授業内容、交番勤務

の苦労、犯罪捜査のいろは、そして一流の

警察官たちが事件解決にかける執念。一介

の巡査から捜査第一課長まで務めた元・刑

事が、刑事ドラマには映らない、仕事とし

ての「警察官の実像」を明かす。 

 

366-ﾅ-110 学芸員になるには 
横山佐紀 著 ぺりかん社  

歴史、美術、科学などに関する資料を収

集し展示する博物館や美術館。そこには、

実にさまざまなモノが収集されている。博

物館や美術館で活躍する学芸員の仕事は、

展覧会の企画だけではなく、資料の収集、

調査、保存、教育プログラムなど幅広く多

様。モノと知の専門家である人たちの仕事

を見てみよう。 

 

369-ｲ こんなにおもしろい社会福祉士の
仕事 飯塚慶子 著 中央経済社  

高齢社会に立ち向かう国家資格「社会福

祉士」。ＡＩには代われない、心のヒダを癒

す仕事。認知症・うつ病・虐待に寄り添う

仕事。 

 

【教育】372-ﾖ ヒマラヤに学校をつくる  
カネなしコネなしの僕と、見捨てられた子ど
もたちの挑戦  
吉岡大祐 著 旬報社  

子どもたちに教育を！人身売買、児童労

働、カースト差別…貧困のネパールで、ゼ

ロから学校づくりに挑んだ著者の涙と感動

の２０年の軌跡。 

 

【49 医学】 
498-ｵ 「自己肯定感」が低いあなたが、
すぐ変わる方法  
大嶋信頼 著 PHP 研究所  

あなたの「つまずき」の原因は、自己肯

定感の低さかも？まさか「片づけられな

い！」原因も？責任感をなくしちゃうと、

自己肯定感が上がる。目を閉じたときの自

分のイメージで自己肯定感が変わる。“自分

はダメ”から抜け出す方法。 

 
498-ﾅ 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 

友だち関係、勉強、家族、容姿……スト

レスは多いけれど、大丈夫！ 君は変われ

る！この本に書いてあることを、小さなこ

とひとつでもいいから、何か実践してみよ

う。きっと状況は変わる。大人ももちろ

ん、とりわけ、多感な思春期を生きる 10

代のあなたにこそ、ぜひ読んでほしい本。 

 

【工業製品】589-ﾅ 大量廃棄社会  
アパレルとコンビニの不都合な真実  

仲村和代, 藤田さつき 著 光文社 

クリスマスのケーキ、節分の恵方巻き、

ファストファッション…たくさん作って、

たくさん買って、たくさん捨てる。それが

当たり前の時代だが、「無駄」のウラには必

ず「無理」が隠れている。「大量廃棄社会」

の実情と解決策を徹底リポート 

 

【596 料理】 
596-ｲ これでいいんだ!自炊ごはん ワザ
なしでもいきなり作れるラクうまごはん 131
品 : やってみたら案外できちゃう! 
市瀬悦子 著 学研プラス 

 

596-ｶ コンロ 1 つで自炊 Lesson  
包丁まな板ボウル必要なし  

金丸絵里加 料理 主婦の友社  
コンロ１つのミニキッチンで、ラク～に

おいしい料理を作るコツを紹介。 

 

【726 マンが】 
☆726-ｱ-20 この音とまれ! 20 
アミュー 著 集英社  

 

☆726-ｽ コウノドリ 23 25 26 
鈴ノ木ユウ 著 講談社  

命は尊い。赤ちゃんが生まれてくること

は奇跡だ、産科医として、家族と一緒に命

と向き合っていく姿を描く。 

 

☆【文学】910-ｵ 夏目漱石、読んじゃえ
ば?奥泉光 著 河出書房新社 

『文豪・夏目漱石を愛してやまない作

家・奥泉光が、名作の数々を面白く読む方

法を伝授。“文学”との付き合い方まで楽し

く分かる、決定版入門。 

 

【913 日本の小説】 
913-ｱ 弥栄（いやさか）の烏  
阿部智里 著 文藝春秋  
八咫烏シリーズ第一部完結。 

 
913-ｴ 5 分後に歪んだ愛のラスト 
エブリスタ 編 河出書房新社 

魔女、ヴァンパイア、植物化していく人

……。小説投稿サイト「エブリスタ」に集

まった 4 万作超の中から、歪んだ愛の形を

描く短編集。 

 

913-ｴ 5 分後に誰も死なない涙のラスト
エブリスタ 編 河出書房新社 

感動する話は、私たちの日常にあふれて

る！ 小説投稿サイト「エブリスタ」に集

まった 4 万作超の中から「死」を除いた感

動の短編集。 

 

913-ﾏ 初恋さがし  
真梨幸子 著 新潮社  

所長も調査員も全員が女性、「ミツコ調査

事務所」の目玉企画は「初恋の人、探しま

す」。他人の不幸は甘い蜜、という思いを、

心のどこかに隠しているあなたに贈る、イ

ヤミス極地点。 

 

☆913-ﾗ  イミテーションと極彩色のグレー 
loundraw 著 KADOKAWA 

青い瞳に古びた一眼レフ。渡り鳥のよう

に、人々の前に姿を現す不思議な少女と、

その軌跡を追い続けた一人の不器用な少

年。時間と、場所と、人。全ての点が繋が

るとき、少女が胸に秘めていた“ある後

悔”が、二人の運命の歯車を大きく動かし

ていく。最強ラブストーリー！ 

 

【エッセイ】914-ｻ おんぶにだっこ  
さくらももこ 著 集英社  

「まる子」以前のピュアな気持ちを初め

て書き綴った、さくらももこの原点となる

自伝エッセイ。 

 

【英米文学】933-ﾄ  ザ・ヘイト・ユー・ギヴ  
あなたがくれた憎しみ  

アンジー・トーマス 作 岩崎書店 
ギャングがはびこる町に暮らす女子高

生、スター。ある晩、幼なじみのカリルが

白人警官によって射殺されてしまう。この

事件は、事実と異なって報道されていき･･･

アメリカの社会問題を映しだす。 


