
  
【職業紹介】 
007-ｳ プログラマーの一日  
WILL こども知育研究所 編著 保育社 

暮らしを支える仕事で活躍する人の中か

らプログラマーを取り上げ、その一日を写

真で紹介。プログラマーになるためのルー

トや、学校、働き方、収入などを解説する。

インタビューも掲載。 

 
366-ｺ キャリア教育に活きる! 

仕事ファイル センパイに聞く 
28 ICT の仕事  
29 感染症の仕事 
30 宇宙の仕事 
31 水の仕事 
32 文字の仕事 

小峰書店編集部 編著 小峰書店 
中学時代にキャリア教育を受けた“セン

パイ”たちの仕事や普段の過ごし方、中学

時代の職業体験について紹介。 

 
366-ｾ こども手に職図鑑 AI に取って代
わられない仕事 100 : 一生モノの職業が
一目でわかるマップ付  
子供の科学と手に職図鑑編集委員会 編 
誠文堂新光社  

将来性があり、長く続けられ、ＡＩに取っ

て代わられない、現代の“手に職”と呼べ

る職業１００種を厳選。仕事の内容から適

性、やりがい、年収の目安まで、実際に活躍

する人のナマの声を紹介する。折り込み式

の職業マップ付き。 

 
538-ｳ パイロットの一日  
WILL こども知育研究所 編著  保育社 
暮らしを支える仕事で活躍する人の中から

パイロットを取り上げ、その一日を写真で

紹介。パイロットになるためのルートや、学

校、働き方、収入などを解説する。インタビ

ューも掲載。 

673-ﾎ 花屋さんになろう!  
本多るみ 著 青弓社  

日々の生活を彩り、人々の気持ちに寄り

添う「花」のプロフェッショナル、花屋さん。

花屋さんで働くために必要なスキル、就職

活動、働き始めてからの日々のサイクル、仕

事の上達方法などを具体的に紹介する。 

 
699-ｵ アナウンサーという仕事 
尾川直子 著 青弓社  

採用試験講師のアナウンサーがエントリ

ーシートの書き方から面接対策までを紹介

する。現役の声や放送局関係者のインタビ

ュー、局アナとフリーの違いや流動的な勤

務時間の体系など、なかなか知るチャンス

がない現場のリアルを描く。「なりたい人」

に最適の一冊 

 
699-ﾀ テレビリサーチャーという仕事 
高橋直子 著 青弓社  

情報バラエティー、クイズ、ドラマなどの

企画・取材・編集といった、制作過程で必要

になる多種多様なリサーチをおこなう仕事

の内実を、インタビューを織り交ぜて紹介

する。「フェイク」「炎上」の時代に、テレビ

への信頼性をファクトに基づいた取材で支

える仕事の意義もあわせて照らし出す。 

 
760-ｱ 音楽で生きる方法 高校生から
の音大受験、留学、仕事と将来 
相澤真一ほか著 青弓社  
どうすれば音楽で生きていけるのか。２０

人以上の音楽関係者へのインタビューをも

とに、音大受験、海外留学、卒業後の身の振

り方など、音楽の道に進むなかで出会う出

来事の順に沿って具体的に解説する 

 

 

 

 

【知識】 
002-ｶ極(エッセンシャル)アウトプット 「伝
える力」で人生が決まる  
樺沢紫苑 著 小学館  

コミュニケーション力の差は、単に「こな

した数」の差。話す・書く・行動するという

アウトプットを毎日続ければ、学力が劇的

に向上し、人間関係も改善し、人生は大きく

変わる。アウトプットのノウハウをやさし

く解説します。 

 
【007 情報】 
007-ｼ しくじりから学ぶ 13 歳からのスマ
ホルール 
島袋コウ 著 旬報社  

ネットの落とし穴、バカッター、儲け話、

フェイクニュース…。実際に起きたスマー

トフォンやインターネットの事件・炎上を

もとに、スマホルールをわかりやすく解説。 

 
007-ﾜ ひと目でわかるプログラミングの
しくみとはたらき図鑑 渡邉昌宏 日本語版
監修 ; 山崎正浩 訳 創元社 

ベーシックな知識から簡単なプロジェク

トを通して実際のプログラムを作成すると

ころまで、プログラミングの基本スキルを

詳しく解説する。翻訳アプリや論理パズル、

予算管理や進捗管理ツールなどのプロジェ

クトを紹介。 

 
123-ﾊ ねころん語 ねこと一緒に、楽し
い論語  
林田暢明, 山田やすよ [著] カンゼン 

ねこと論語には意外な共通点があっ

た！？ ねこたちの写真と共に、「論語」の５

０の言葉を取り上げ、読み下し文、現代語訳、

言葉が生まれた背景を含めた解説を掲載。

ねこ的な解釈も付す。 

 

【心理学】141-ｻ 頭のよさはノートで決
まる   齋藤孝 著   大和書房  

知識がきちんと頭に残り、読書がムダに

ならない。考えるスピードが上がり、アイデ

アが生まれる。頭のなかが整理され、会話に

詰まらなくなる?。齋藤式ノート２００％活

用法を、自らの実践に基づいて徹底解説。 

 
【159 生き方】 
159-ｶ 相手の身になる練習 
鎌田實 著 小学館  

１％でいい、誰かのために生きてみる?。

今まで何となく見過ごされてきた、古くて

新しい「相手の身になる力」。その大切さを、

著者の経験を交えて伝えるとともに、「相手

の身になる力」をつけるための練習も紹介。 

 
159-ｻ 勉強なんてしたくない君へ 
佐藤慧 著 東洋館出版社 

世界に飛び出して気づいたのは、勉強は

「わくわく」から始まるということ?フォト

ジャーナリストの佐藤慧が、自身の経験と

ともに、子どもたちの背中をぐんとおす、勉

強とのつき合い方を伝える。カラー写真も

掲載。 

 
159-ｻ 毎日がつまらない君へ 
佐藤慧 著 東洋館出版社 

訪れた国は４０か国以上。そこで出会っ

た人々がぼくに教えてくれたこと?フォト

ジャーナリストの佐藤慧が、毎日が「つまら

ない」と思っている子どもたちに、これまで

世界中で見つけた「宝物」を紹介する。カラ

ー写真も掲載。 

 
159-ｻ 君はどんな大人になりたい? 
佐藤慧 著 東洋館出版社 

「将来の夢」は決まってなくていい。学校

も未来も息苦しかったぼくが、今の仕事に

たどりつくまでの１５年?フォトジャーナ

リストの佐藤慧が、大人になりたくない子

どもたちにむけて、自身の経験を伝える。カ

ラー写真も掲載。 

 
159-ﾊﾞ 世界を変えるための 50 の小さな
革命 イタリアからの挑戦状  
ピエルドメニコ・バッカラリオほか 
太郎次郎社エディタス  

イタリアの児童文学作家・バッカラリオ

らが贈る、冒険ガイド第３弾。ペットボトル

の水を買うのをやめる、もっと辞書を使う、

紙を再利用する…。世界を変えるための５

０の小さな革命を提示する。 

 
159-ﾜ みんなに好かれなくていい 
和田秀樹 著 小学館  

「友だちが多いほうが幸せ」という思い

込みから抜け出すには。精神科医である著

者が、心から信頼できる本当の友だちをつ

くる方法や、今の自分を変えるための行動、

心をラクにする方法などを具体的に伝える。 

 
【神話】164-ｳ 世界の神話大図鑑  
フィリップ・ウィルキンソン ほか 著 三省堂 

古代ギリシア、古代ローマ、北部ヨーロッ

パ、アジア、南北アメリカ大陸、古代エジプ

トとアフリカ、オセアニア。それぞれの地域

に伝わる創世神話、建国神話、英雄冒険譚、

出生や死にまつわる物語などを図版や写真

とともに紹介。 

 
 
 
 
 
 
 
 

💛 図書委員会が企画した読書週間イベント 💛 
その 1 読書スタンプラリー 11/30 まで継続中  

好きな本を読んでちょびっと感想を書いて図書館へ持
ってきてください。1 ポイント Get です。3 ポイント
集めたら素敵なモノをプレゼントします。 

 

その 2 ビブリオバトル開催します 本日放課後  
発表者 5 名がチャンプ本を目指し、アツく好きな本を
プレゼンします。参加者は 16:15 までに図書館へ集
まってくださいね。 

 

＊こんなコーナー作っています＊ 

入口･･･『誰かさんのおすすめ』 
過去の POP コンテストの作品と本をいっしょに並べていま

す。読んでみたくなる本ばかりです！ 
 
ガラスケース･･･食欲の秋 VS 読書の秋 
カラダの栄養の本と本や図書館の本を集めました。 
 

館内･･･11 月 11 日は介護の日 
介護の体験談や介護職についての本を集めました。将来の

職業にと考えている人はぜひ！ 

暦の上では冬ですが、読書の秋、続けます！ 

世の中の読書週間は昨日まででしたが、三高の読書週間は今月末まで続けます。

図書委員会のイベントにぜひ参加してくださいね。よろしくお願いします。 

もう少し読書の秋を楽しみましょう。  ｂｙ司書 
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10/29 のハロウィンイベントには

約８０人が参加してくれました。

ありがとうございました。 



【伝記】280-ｼﾞ WOMEN  
世界を変えた偉大な女性たち 

キアラ・パスクアレッティ・ジョンソン 著ほか
ポプラ社  

マリ・キュリー、ガートルード・スタイン、

グレース・ケリー…。近・現代の歴史に大き

な足跡を残した女性たちの生き方を紹介す

る。画質の粗い白黒写真から現代の高解像

度写真まで、女性たちの表情を写した豊富

な画像を収録。 

 
【316 人権】 
316-ｷ 命のビザ、遙かなる旅路 杉原
千畝を陰で支えた日本人たち  
北出明 著 交通新聞社 

第二次世界大戦中、リトアニアで杉原千

畝が発給したビザを手にした多くのユダヤ

人に救いの手を差しのべた、福井県敦賀や

神戸の人々、ＪＴＢや日本郵船の職員など、

知られざる日本人たちの存在をクローズア

ップする。 

 
316-ｷ-2 命のビザ、遙かなる旅路 続 
北出明 著 交通新聞社 

杉原千畝以外にも、ユダヤ人の救出に尽

くした内外の外交官がいた。７人のユダヤ

難民の写真と運命的な出会いを果たした著

者が、彼らの物語を紹介するとともに、「命

のビザ」を発給した外交官たちに光を当て

る。 

 
316-ﾀ 身の回りから人権を考える 80 の
ヒント  
武部康広 著 解放出版社 

長年にわたり人権研修を担当してきた著

者が、「夜回り」「こども食堂」「職業」とい

った日常にある身近な出来事から、差別や

人権に関するテーマを解説する。 

 
【法律】320-ﾔ こども六法の使い方  
山崎聡一郎 著 弘文堂  

「なぜ法律を守らなければいけないのか」

という子どもの問いかけに、どう答えれば

いいか。そのために「こども六法」をどう活

用すればいいか。法教育の目的や重要ポイ

ント、法教育の基本となる大切な考えをや

さしく紹介する。 

 
【経済】335-ﾌﾞ 図解はじめて学ぶみんな
のビジネス  
ララ・ブライアン,ほか  晶文社 

大丈夫、ビジネスに向き不向きなんてな

い。「物を作って、売る」というビジネスの

基本と、それを取りまく社会のしくみ、自分

で会社を作るための方法を、豊富なイラス

トでいきいきと解説する。 

 
【35 統計】 
350-ｶ あなたのまわりのデータの不思
議: 統計から読み解く  
景山三平 著 実教出版 

予防接種はした方がいいの？ 選挙の当

落速報は正しいの？ くじ引きは早いもの

勝ち？ 身のまわりのデータとその扱いに

ついて４４のテーマで展開。楽しみながら

統計的な考え方を身につけられる。 

 
350-ﾜ こども統計学 なぜ統計学が必
要なのかがわかる本  
渡辺美智子 監修 ; バウンド 著 カンゼン 

小学校中・高学年を対象に、高度な数学を

必要としない「統計学の基本」をわかりやす

く説明。「ヒストグラフ」「散布図」「箱ヒゲ

図」の作成方法とそこからデータが導き出

す実態を読み解く手法を解説する。 

 
【社会学】361-ｷ 偏見や差別はなぜ起
こる? 心理メカニズムの解明と現象の分析 
北村英哉, 唐沢穣 編 ちとせプレス 

人種・民族、障害、ジェンダー、リスク・

原発、犯罪…。偏見や差別の原因は、いった

いどこにあるのか。偏見や差別を解消する

ためには、どのような方策が有効なのか。心

理的な仕組みとその実態を、社会心理学で

解説する。 

 
【369 福祉】 
369-ﾁ 大切な人は今もそこにいる ひび
きあう賢治と東日本大震災  
千葉望 著 理論社  

陸前高田と東京、妹・トシの死にまつわる

宮澤賢治の作品が、３月１１日とひびきあ

う?東日本大震災から１０年、大災害時代の

死について考え、伝えたいことを綴る。 

 
369-ﾉ DVD でよくわかる基本の手話す
ぐに使える会話と表現  
野口岳史 監修 メイツユニバーサルコ
ンテンツ  

初めて手話を学ぶ人に向けて、手話の基

本的な言葉から日常でよく使う実用的な会

話までを紹介。手や指の動かし方、表情、体

の動きなどを、写真とともに説明する。動作

の流れや詳細を確認できるＤＶＤ付き。 

 
385-ﾀ カサうしろに振るやつ絶滅しろ! 
絶滅してほしい!?迷惑生物図鑑 制作 
氏 田 雄 介  原 案  ; 武 田 侑 大  絵  ; 

CHOCOLATE Inc チョコレイト 小学館 
日常でよく見る迷惑な行動や、人を嫌な

気持ちにさせる考え方などを、古代生物や

動物たちと合体させて、架空の「絶滅希望種」

としてキャラクター化。迷惑生物にならな

いための対策や、困りごとをへらすコツと

ともに紹介する。 

 
【自然科学】400-ｻ 身近な科学が人に教
えられるほどよくわかる本 「朝起きてから、
寝るまで」のサイエンス : 図解  
左巻健男 編著 ＳＢクリエイティブ 

電子レンジは食品中の水をどうやって温

めているか？ 消せるボールペンのしくみ

は？ なぜスマホは熱くなるの？ 「ＰＣＲ」

検査ってどんな検査？ 身近な科学をイラ

ストを交えてわかりやすく解説する。 

 
【化学】430-ｻ 世界史は化学でできてい
る  絶対に面白い化学入門  
左巻健男 著 ダイヤモンド社 

火の発見とエネルギー革命、歴史を変え

たビール・ワイン・蒸留酒、金・銀への欲望、

石油に浮かぶ文明、ドラッグの魔力、化学兵

器と核兵器…。化学の成果がどのように歴

史に影響を与えてきたのか、その光と闇を

紹介する。 

 
【46 生物】 
461-ﾊ 教えて!!いのちの理由(わけ)  

ヒカルとコロの「生命と地球」の大冒険 
濱田耕作 著 星の環会 

「いのち」があること、生きているという

ことは、どんなことなのか？ 私たちが生き

ている理由はなんだろうか？ 「自然科学」

の観点から、生命誕生からの歴史を踏まえ、

なぜ「いのち」が大切なのかをわかりやすく

解説する。 

 
463-ｲ 生き物が大人になるまで 「成長」
をめぐる生物学  
稲垣栄洋 著 大和書房  

幼虫時代はなぜ必要？ 踏まれた雑草は、

どう育つ？ 子にかみつくキツネは残酷？ 

多種多様な自然の生き物の成長のかたちを

紹介し、人間にとっての「学ぶこと」や「大

人になること」の意味を考える。 

 
【48 動物】 

480-ｶ 桂浜水族館公認飼育員のトリセツ 

桂浜水族館 監修 辰巳出版  
高知にある桂浜水族館の飼育員さんたち

にフォーカスを当て、その魅力を紹介。飼育

員さんたちの生態、手書きのプロフィール、

仕事についてのインタビュー、全員参加の

座談会などを収録する。 

 
481-ｲ ざんこく探偵の生きもの事件簿  
一日一種 絵 山と渓谷社 

「シロアリの女王、孤独死事件」「おたま

じゃくし、誘拐事件」「ハトの羽、散乱事件」

…。自然界で起きる生きものたちの事件を、

ざんこく探偵が解決！ ざんこく事件に隠

された、生きものたちの不思議な生存戦略

を紹介する。 

 
481-ｲ 生き物の死にざま はかない命
の物語  
稲垣栄洋 著 草思社  

生きものたちは、晩年をどう生き、どのよ

うにこの世を去るのか。狩りも子育ても一

身に背負う母親チーターの苦難、最後は必

ず肉になる経済動物である牛など、限られ

た命を懸命に生きる姿を描く全２７話を収

録。イラストも掲載。 

 
488-ﾅ にっぽんのスズメと野鳥仲間  

身近な「お散歩鳥」観察  
中野さとる 写真 カンゼン  

身近な野鳥を観察してみよう！ スズメ

はもちろん、キジバト、ムクドリ、メジロ、

ツバメなど、ご近所散歩で出会える身近な

野鳥たちを豊富な写真・データとともに紹

介する。野鳥仲間図鑑やコラムなども収録。 

 
【医学】498-ｼ 食と栄養 健康や美容,体
の不調に役立つ!最新科学にもとづく食事
の知識!! 
ニュートンプレス  

コラーゲンを食べてもハリのある肌には

ならない、糖質制限はやせやすいけど危険、

脱毛や白髪を解決できる食事はない…。食

と栄養について、科学的に正しい知識を紹

介する。 

 
【工業】501-ﾋ よくわかるデザイン心理学 
人間の行動・心理を考慮した一歩進んだ
デザインへのヒント  
日比野治雄 監修 BBStone 

デザイン心理学研究所 日刊工業新

聞社 シニアが欲しくなる商品、作業が

はかどるノート罫線、居心地の良い店舗、生

産性が上がるオフィスは、心理学を用いれ

ばデザインできる！ 心理学を商品開発に

どう生かすかを具体的に解説しながら、デ

ザインのヒントを示す。 

 
 

【土木】517-ﾅ 希望の一滴 中村哲、
アフガン最期の言葉  
中村哲 著  西日本新聞社 

治療よりも水と食料が必要だ?１６００

本の井戸を掘り、６５万人の命を支える用

水路を建設した医師・中村哲の活動を、彼の

言葉と数々の写真で振り返る。 

 
【ゴミ】518-ﾀ リアルでゆかいなごみ事典  

ごみ清掃芸人は見た!  
滝沢秀一 著 大和書房  

アイドルのうちわ、９％チューハイ、突っ

張り棒、パソコンラック、防犯ブザー…。ご

み清掃芸人が、ごみから見えてくる生活や

人間模様を面白おかしく語る。ごみごとに

「ごみの分類」も記載する。 

 
【環境問題】519-ﾜ WE HAVE A DREAM 
201 カ国 202 人の夢×SDGs WORLD  
DREAM PROJECT 編 いろは出版 

誰にでも公平なチャンスを（チュニジア）、

祖国に笑いを取り戻す（イエメン）…。２０

２０年３月?２０２１年４月に２０１カ国

２０２人に書いてもらった夢を紹介する。

夢に関連するＳＤＧｓの番号も併記。 

 
【狩猟】659-ｾ 自分の力で肉を獲る 
10 歳から学ぶ狩猟の世界  
千松信也 著 旬報社  

猟師・千松信也による、子どものための

「野生への手引き」。わなの仕掛け方から、

獲物のしとめ方、解体の手順まで、イラスト

や写真を交えて丁寧に解説する。巻頭にカ

ラー写真ページあり 

 
810-ｲ 「やさしい日本語」表現事典 
庵功雄 編著 丸善出版  

災害時の情報発信を目的に生まれ、日本

で暮らす外国人など様々な立場の人と日本

社会とのバイパスとしての役割を担う「や

さしい日本語」。その基礎を解説し、学校・

行政・くらしなどの場面を想定した会話例

と文章例を紹介する。 

 
816-ｺ 14 歳からの文章術 一生ものの
「発信力」をつける!  
小池陽慈 著 笠間書院  

すべての人に役立つヒントが満載の、中

高生から大人まで幅広く役に立つ文章の書

き方を解説。予備校やセミナーなどで様々

な層の悩みに答えてきた著者が、「論理的な

文章を書く条件」や「説得力をアップする論

拠の選び方」など重要なトピックについて、

相談者との対話形式でわかりやすく説明。 


