
 
★職業紹介本★ 

●なるには Books    
1６0 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。 

 

●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。知りたいこと満載です。 

 

●暮らしを支える仕事 見る知るシリー
ズ 10代の君の「知りたい」に答えます 

毎日の暮らしを支える専門の知識や技

術を持つさまざまな人たちの一日を紹介。 

 
●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 

 
●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 

 
●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 

 
●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。 

 
●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。 

 

＊キャリアコーナーには上記以外にも資

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。 

 
 
 

 

★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。 

 
●なるには Book大学学部調べ･･･学部
で学ぶことや学生生活、卒業後の進路を
紹介。 
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、文学部、工学部、

法学部、教育学部、医学部、経営学部・商

学部、獣医学部、栄養学部、外国語学部、

環境学部、教養学部、薬学部、国際学部、

経済学部、農学部、社会科学部、歯学部 

 
●大学の学科図鑑･･･定番の学科から新

進気鋭の学科まで 

 
●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 
 

＊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

ますよ。 
 

★勉強法★ 
002-ｽ 夢を叶えるための勉強法 
鈴木光 著 KADOKAWA 
 
379-ｲ 勉強脳の作り方 
池谷裕二 著 日本図書センター 
  
379-ｶ 100年無敵の勉強法 
鎌田浩毅 著 筑摩書房 
 
379-ﾌ ドラゴン桜と FFS 理論が教えてく
れるあなたが伸びる学び型 
古野俊幸 著 日経 BP 
 
379-ﾌ 学力を伸ばしたい人 大学に合
格したい人のための高校の勉強のトリセツ 
船登惟希 著 学研 
ほかにもありますので、相談してね❤ 

【心理学】146-ｷ ハブられても生き残
るための深層心理学  
きたやまおさむ 著 岩波書店 

自分だけがのけ者にされ、みんなから悪

く言われている?そう感じてしまうのはな

ぜか。こうした現象が日本社会で起きやす

い背景とは。自身の経験や深層心理学の世

界観からその仕組みを考察し、自分らしく

生きるヒントを探す。 

 

【世界史】209-ｾ アウシュヴィッツ生還
者からあなたへ 14 歳、私は生きる道を
選んだ  
リリアナ・セグレ [述] 岩波書店  

アウシュヴィッツに送られ、壮絶な日々

の末に生きのびた少女は、戦後、３０年に

わたり自らの体験を語り続けた。９０歳を

迎え、活動に幕を下ろした年に行った最終

講演を、訳者によるインタビュー、ルポと

ともに収録。 

 

【日本史】210.4-ｷ 日本史を動かした女
性たち 北川智子 著 ポプラ社  

欧米、中東でも喝采を浴びたハーバード大

学発の日本史講義「レディサムライ」。彼女

たちはなぜ受け入れられたのか？ ねねや

ガラシャたちの姿から、歴史を捉えなおし、

いかに学ぶかを提案する新感覚の日本史

エッセイ。 

 

【伝記】289-ｸ 南島に輝く女王三輪ヒデ 
国のない女の一代記  
倉沢愛子 著 岩波書店  

元松前藩士の娘として明治に函館で生

まれ、帝政ロシアの貴族と結婚し、オラン

ダ領東インドで農園を切り開いた日本女

性がいた。当時の新聞に「南東に輝く女王」

と称された三輪ヒデの華麗なる足跡をた

どる。 

 

【地理】291-ｷ 京都社寺案内 散策&
観賞京都編 一千二百年有余の美術・
歴史を訪ねて [2021]最新版  

木下長宏 ユニプラン編集部 編 
ユニプラン  

京都の寺社について、美術・歴史案内の

視点を生かした解説と、関係する歴史上の

人物、出来事、行祭事を掲載する。散策ガ

イド、庭園初歩入門等も収録。行程計画を

書き込めるワークシートつき。 

 
【社会エッセイ】304-ﾖ ヒトの壁 
養老孟司 著 新潮社  

新型コロナウイルス禍と五輪、死の淵を

のぞいた自身の心筋梗塞、愛猫の死。人生

そのものが、不要不急ではないか。それで

も生きる価値はどこにあるのか?２年間の

体験から改めて問い直す、究極の人間論。 

 

【国際問題】319-ｶ 核兵器禁止から廃
絶へ   川崎哲 著 岩波書店  

核なき世界は可能だ。２０２１年１月、

核兵器禁止条約が発効した。条約ができる

までの経過と背景、そして発効後の現在の

課題を、ノーベル平和賞を受賞したＩＣＡ

Ｎ国際運営委員が丁寧に解説。 

 

【法律】324-ｱ 「選択的」夫婦別姓 IT
経営者が裁判を起こし、考えたこと 
青野慶久 著 ポプラ社  

なぜ選択的夫婦別姓は実現しないの

か？ 夫婦別姓を求めて訴訟を起こした著

者の活動を通して、夫婦別姓問題を基礎か

ら考えるための入門書。「子どもがかわい

そう？」といった疑問や不安にも答える。 

 

【福祉】369-ｲ 壁を壊すケア 「気にかけ
あう街」をつくる  
井手英策 編   岩波書店  

ケアは福祉の専売特許じゃない。当たり

前に「ケアしあえる街」を取りもどそうと、

地域に根を張り、人と人とをつないだ「創

造的壊し屋」たちがいた！ 常識に敢然と

立ち向かった９人の実践家の奮闘の記録。 

 
 

【大学】377-ﾀ モノづくりは未来を拓く  
学生プロジェクト奮闘記  

田島隆雄 著 幻冬舎  
ミツバチが好き過ぎてはちみつ入り製

品を考案、独創的なソーラーカーやレーシ

ングカーを製作…。“モノづくり”に目覚

めた学生たちが、教室で学んだ理論と実験

室での体験をもとに新しい技術に挑む奮

闘記。 

 

【民俗学】388-ｻ 妖怪がやってくる 
佐々木高弘 著 岩波書店  

昔の記録や物語に書かれた妖怪はどこ

に出現し、人々はどのように対応したのか、

妖怪の現れ方は時代によってどのように

変わったか。古代から現代までのさまざま

な文献を用いて、妖怪の正体に迫る。 

 
【４自然科学】 
404-ﾊ 数理の窓から世界を読みとく  

素数・AI・生物・宇宙をつなぐ  
初田哲男, 柴藤亮介 編著 岩波書店 

数理を通して、素数、ＡＩ（人工知能）、

生物進化、宇宙に存在する暗黒物質の研究

をしている若手研究者たちの姿や生きざ

まを紹介し、知の営みとしての数理の魅力、

科学の楽しさを伝える。 

 

407-ｵ 理系女性の人生設計ガイド 
 自分を生かす仕事と生き方  

大隅典子ほか 著 講談社 
女性が理系の道を進むとき、どんな壁に

ぶつかるのか？ 研究室や職場での悩みや、

ワーク・ライフ・バランスなど、理系女性

を取り巻く現状を取り上げ、先輩たちの仕

事と日常から、理系女性の不安を乗り越え

るヒントを伝える。 

 

【数学】410-ﾊ マンガ一晩でわかる中
学数学 実社会で役立つ数学力を身に
つける 端野洋子 著 講談社 

プロ漫画家でありながら、個人指導で多

くの生徒の「数学苦手」を克服させてきた

著者が、中学３年間の数学を“一目でわか

る”マンガで活写。章末に宿題と解答も掲

載。 

 

【44宇宙・天文学】 
440-ｻ 地球以外に生命を宿す天体は
あるのだろうか?  
佐々木貴教 著 岩波書店  

火星や木星の衛星エウロパ、土星の衛星

タイタン、太陽系の外にある系外惑星…宇

宙に「第２の地球」といえるような、生命

を宿す天体はあるのか。最新の惑星探査や

宇宙望遠鏡の観測結果を盛り込みながら

解説する、惑星科学入門。 

 

440-ﾀ 宇宙人と出会う前に読む本  
全宇宙で共通の教養を身につけよう 

高水裕一 著 講談社  

宇宙で知的生命と会話をすることにな

ったら、自分のことを説明できる？ 天の

川銀河の中の太陽の位置、身体の組成…。

宇宙標準の教養や宇宙人に太陽系のこと

を説明するための知識を教える。宇宙偏差

値チェック表付き。 

 

440-ﾄ 爆発する宇宙  
138億年の宇宙進化  

戸谷友則 著 講談社  

ビッグバン、インフレーション、ガンマ

線バースト、超新星爆発…宇宙は今も、い

たるところで爆発している。宇宙の爆発現

象を手がかりに、１３８億年の宇宙進化を

紐解き、科学の根源的な問いに迫る。 

 

【45気象・地球科学】 
451-ﾌ 図解・天気予報入門  
ゲリラ豪雨や巨大台風をどう予測するの
か 
古川武彦, 大木勇人 著 講談社 

地球温暖化により年々増え続ける激甚

災害に備えるため、ますます重要になって

きた天気予報。「爆弾低気圧」等の天気予報

用語はもちろん、精度を増す最新の気象予

報技術など、気象のしくみと予報の科学を

徹底解説。 

 

452-ｶﾞ インド洋日本の気候を支配する
謎の大海  
蒲生俊敬 著 講談社  

日本に過酷な異常気象をもたらす「ダイ

ポールモード」とは？ ソマリア海賊も怖

じ気づく季節風「ヒッパロスの風」はなぜ

生じる？ インド洋ならではの自然現象や、

インド洋と人間社会との関わりなどを平

易に紹介。 

 
【469人類】 
469-ｻ 図解人類の進化  
猿人から原人、旧人、現生人類へ 

斎藤成也 ほか編・著  講談社 
ゲノムＤＮＡの変化を研究する分子進

化学、化石骨を中心に研究する古人類学、

地層の年代や骨の成分を研究する先史学、

形態の進化を遺伝子から調べる発生進化

遺伝学。それぞれの専門家の視点から人類

進化を総合的に解説。 
 

469-ﾊﾞ 「顔」の進化  
あなたの顔はどこからきたのか  

馬場悠男 著 講談社 
顔とは何か。なぜそこに「部品」が集ま

っているのか。ヒトの顔はなぜ違うのか。

どう進化したのか。ヒトの白眼はなぜ目立

つのか?人類学の第一人者が、顔のあらゆ

る疑問を読み解く。 

 

【49 医学】 
491-ｲ 呼吸の科学  

いのちを支える驚きのメカニズム 
石田浩司 著 講談社  

酸素を取り込み、二酸化炭素を排出する

仕組みとは。ジョギングやヨガなど、運動

種目と呼吸のコツは。呼吸は「こころ」に

どんな影響を与えるのか? 呼吸のすべて

を科学的な根拠に基づいて解説。 

自分の「未来」は自分でつくろう！ 
県総体や文化部の大会、お疲れさまでした。皆さんの活躍に胸が熱くなりました。

全力を発揮できた人もできなかった人もいるでしょう。そのいろいろな気持ちを今

度は未来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

を見つめて、必要なことに力を入れていきましょう。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。図書館はいつも皆さんに寄り添います。ｂｙ司書 
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＊＊こんなコーナー作っています＊＊ 

【入口】「誰かさんのおすすめ本」 

 生徒手作りの POPつきで紹介しています。 
 

【館内】★今こそ考えたい ジェンダー平等 ★  

男女共同参画推進月間にあわせ、ジェンダーについて考えてみよう。 

みんなが生きやすく、暮らしやすい社会をめざして！ 

 

【ガラスケース】 

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や身のま

わりの自然を見つめてみましょう。 

 

＊＊新着図書案内＊＊  
ラベルの番号 書名 著者名 出版社の順 ☆はリクエスト  

 



491-ﾅ カラダの不思議としくみ入門  
イラスト図解 : 人のカラダにはまだまだ多
くの謎がある!  
中島雅美 監修 朝日新聞出版 

天気痛が起こるのはなぜ？ 年をとると

忘れっぽくなるのはなぜ？ これらの謎に

はカラダの仕組みが関係している！ カラ

ダの様々な悩みや不思議に思っているこ

とを「生理学」の視点からイラスト図解で

わかりやすく解説。 

 

491-ﾏ うんち学入門 生き物にとって
「排泄物」とは何か  
増田隆一 著 講談社  

「うんち」とは何か。その役割とはどの

ようなものか。仲間やライバルの行動を支

配する「うんち」を使った情報戦略とは?

「うんち」から見た生き物のあり方や意義

を、会話文を交えながらわかりやすく解説。 

 

【宇宙工学】538-ﾑ  スペース・コロニー
宇宙で暮らす方法  
向井千秋 監修・著 ほか   講談社  

宇宙で人が暮らす時代が始まってい

る！ 極限環境ともよべる宇宙において、

人が暮らすためには？ 酸素や水、食料や

電気・エネルギーを作るには？ さまざま

な課題を、技術開発の最前線とともに徹底

解説。 

 

548-ｲ ロボットと人間 人とは何か 
石黒浩 著  岩波書店  

人間にとって自律、心、存在、対話、体、

進化、生命等とは何か。ロボット学の世界

的第一人者が、これまでに取り組んできた

研究と、それをもとに巡らせた思考につい

て述べ、ロボットと人間の未来に向けての

関係性にも言及。 

 

【59家政学】 
591-ﾘ 本当の自由を手に入れるお金
の大学  
両@リベ大学長 著 朝日新聞出版 

「貯める・稼ぐ・増やす・守る・使う」

という、お金にまつわる５つの力を鍛えて、

自由な生活を手に入れよう！ 月１０万円

の節約の仕方、年収１００万円アップの秘

訣など、お金の悩みを解決する方法を伝授。 

 

598-ﾜ 東大教授、若年性アルツハイ
マーになる  
若井克子 著 講談社 

東大教授であり脳外科医でもあった若

井晋は、５０代で若年性アルツハイマーと

診断された。地位を、知識を、そして言葉

を失ったとき、彼は、そして家族はどうな

ったのか。最期まで歩みを共にした妻が、

ありのままを綴る。 

 

【演劇】770-ｺ 演劇入門  
生きることは演じること  

鴻上尚史 著 集英社  

「空気」を読むばかりで「同調圧力」に

負けてしまう日本人に足りないのは「芝

居」。演劇的な思考や感性がいかに人生に

役立つか、演劇の創り方を通じて語り、自

己表現やコミュニケーション能力を磨く

方法を伝授。 

 

【マンガ】726-ﾊ キングダム１～６４ 
原泰久 著 集英社 

時は紀元前――。いまだ一度も統一され

たことのない中国大陸は、500 年の大戦

争時代。苛烈な戦乱の世に生きる少年・信

は、自らの腕で天下に名を成すことを目指

す！！ 

 
【国語】810-ｺ うつりゆく日本語をよむ  

ことばが壊れる前に  
今野真二 著 岩波書店  

〈壊れたことば〉 からみえる、私たちの現

在?。「書きことばと話しことば」「表現の

圧縮」「類推」「比喩」などを観点として、

できるだけ総合的に日本語の表現をとら

え、現在の日本語がどのような状況にある

かを述べる。 

 
【洋書･･･英語で書かれた本】 
＊単語数でレベルが分かれています。

少ないものから読み、単語数の多いもの
へぜひ挑戦してみてください 
837-A Love or Money? 

 

837-A Little Women 若草物語 

 

837-A Pride and Prejudice  

 

837-A "Emma How High the Moon  

 

837-B "Drive into Danger 

 

837-B Escape 

 

837-B The fifteenth Character 

 

837-B Mystery in London 

 

837-B New York Café 

 

837-B Survive 

 

837-B Taxi of Terror 

 

837-B A Little Princess 

 

837-B The Phantom of the Opera 

 

837-B The President's  Murderer 

 

837-B The Wizard of Oz 

 

837-B The Boy in the Striped 

Pyjamas 縞模様のパジャマの少年 

 

837-B Jane Eyre ジェーン・エア 

 

837-C The Knigh't Tale  

カンタベリ物語：騎士の話 

837-C Climate Change 気候変動 

 

837-C Artemis Fowl アルテミス･

ファウル 1:妖精の身代金 

 

837-C Killing Floor キリング･フロア

ー 

837-D Sherlock Holmes and The 

Duke's Son 

 

837-D Robinson Crusoe 

 

837-D Sherlock Holmes Short 

Stories 

 

837-D The Hound of the 

Baskervilles バスカヴィル家の犬 

 

837-D Taylor Swift  

テイラー･スウィフト 

 

837-D A Christmas Carol  

クリスマス･キャロル 

 

837-D Boy ボーイ 

 

837-D "Going Solo 

How High the Moon 単独飛行" 

 

837-E Girl on a Motorcycle 

 

837-E Robin Hood 

 

837-F The Great Gatsby  

グレート・ギャツビー 

 

837-G Loki and the Giants  

ロキと巨人族 

 

837-G How to Turn Down a Billion 

Dollars 新興企業 Snapchat の大成長 

 

837-H The Death of Karen 

Silkwood 

 

837-H Henry Ⅷ and his Six Wives 

 

837-H New Yorkers 

 

837-H SilverFin ヤング･ボンド 

 

837-H Sundiata the Lion King and 

Other Royal  

英雄スンジャタと王室物語 

 

837-H Boy in the Tower  

ボーイ・イン・ザ･タワー 

 

837-I Amazing Muslims who 

Changed The World  

世界を変えたムスリム達 

 

837-J The Monkey's Paw 

 

837-J The Extraordinary Life of 

Serena William  

セリーナ･ウィリアムズ 

 

837-J Ghost Stories M.R 

.ジェイムズ短編怪談集 

 

837-K Robin Hood ロビンフッド 

837-K The Extraordinary Life of  

Rosa Parks ローザ・パークス 

 

837-K The Extraordinary Life of 

Malala Yousafz マララ･ユスフザイ 

 

837-K The Secret Dreamworld of 

a Shopaholic レベッカのお買い物日記 

 

837-K The Extraordinary Life of 

Michelle Obama ミシェル･オバマ 

 

837-L Sally's Phone 

 

837-L The Phantom of the Opera 

オペラ座の怪人 

 

837-L Climate Rebels  

気候変動への反逆者たち 

 

837-L The Call of the Wild  

野生の叫び 

 

837-M Anne of Green Gables 

 

837-M "the Moor Stones 

ムーア・ストーンズ" 

 

837-M Plastic プラスチック 

 

837-M BBC  Dynasties:Painted 

Wolves リカオン 

 

837-M BBC Dynasties:Lions  

ライオン 

 

837-M Mulan and Other Tales of 

Heroes アジア･アフリカの伝説短編集 

 

837-M Life in Space 宇宙の生命 

 

837-M BBC  Dynasties:Penguins 

ペンギン 

 

837-M Anne of Green Gables  

     赤毛のアン 

 

837-M BBC ynasties: Chimpanzees 

チンパンジー 

 

837-M Me Before You 

 

837-O Animal Farm 動物農場 

 

837-P Private プライベート 

837-P ZOO 暴走地区ｰ ZOO 

837-P Wonder ワンダー 

 

837-P "How High the Moon 

    ハウ・ハイ・ザ・ムーン" 

 

837-S Dracula 

 

837-S Romeo and Juliet  

ロミオとジュリエット 

 

837-S Macbeth マクベス 

 

837-S Dr Jekyll and Mr Hyde  

ジキル博士とハイド氏 

 

837-S Ballet Shoes  

バレエ・シューズ 

 

837-S The little Prince  

星の王子さま 

 

837-S The Extraordinary Life of 

Anne Frank アンネ･フランク 

 

837-S The Extraordinary Life of 

Stephon Hawkin  

スティｰヴン･ホーキング 

 

837-S Dracula ドラキュラ 

 

837-T The Adventures of Tom 

Sawyer 

 

837-T Huckleberry Finn 

 

837-T "the Scissor Man Caves 

シザーマン" 

 

837-T Tales of Adventurous Girls  

4 人の勇敢な女の子 

 

837-T The Adventures of Tom 

Sawyer トム・ソーヤの冒険 

 

837-T The Adventures of 

Huckleberrv Finn  

ハックルベリー･フィンの冒険 

 

837-T The Secret Diary of Adrian 

Mole Aged 13 3/4  

ぼくのヒ・ミ・ツ日記 

 

837-V The Elephant Man 

 

837-V "TwentyThousand Leagues 

Under the Sea 海底二万里" 

 

837-V White Death 

 

837-V Elon Musk イーロン・マスク 

 

837-W The Canterville Ghost カン

タヴィルの幽霊 

 

837-W The Picture of Dorian Gray 

ドリアン・グレイの肖像 

 

837-Y Frankly in Love  

フランクリー･イン･ラブ 

 
【913日本の小説】 
913-ｵ 天使と悪魔のシネマ 
小野寺史宜 著 ポプラ社  

結婚を控えた地下鉄の運転士など狙い

をつけた人間の行動に絶妙なタイミング

で介入し、運命の調整をはかる天使と悪魔。

関りがないように見えていた登場人物た

ちを背後で接近させ、より合わせ、人間た

ちが気づいていないもうひとつのドラマ

を浮かび上がらせていく――。 

 

913-ｻ 怖ガラセ屋サン 
澤村伊智 著 幻冬舎  

「怖ガラセ屋サン」が、あの手この手で、

恐怖をナメた者たちを闇に引きずり込む。

一話ごとに「まさか！」の戦慄が走る、連

作短編集。「救済と恐怖と」など全７話を収

録。 

 

913-ﾓ 尼子姫十勇士  
諸田玲子 著 集英社  

毛利に滅ぼされた尼子一族。神の化身・

八咫烏の囁きに導かれ、尼子氏残党がただ

一人の末裔スセリ姫のもとに結集し、強大

な毛利軍に戦いを挑む！ 神話の国の勇猛

果敢な強者と逞しき女達を描く壮大な歴

史小説。（戦国時代の島根県が舞台） 

 

913-ﾖ ミトンとふびん 
吉本ばなな 著 新潮社 

たいせつなひとの死、癒えることのない

喪失を抱えて生きていく?。今日もまわり

つづける地球上でめぐりゆく出会いと、ち

いさな光に照らされた人生のよろこびを

描いた短篇集。 

 

【エッセイ】914-ﾂ クラスメイトの女子、
全員好きでした  

爪切男 著  集英社  

小学校から高校まで、いつもクラスメイ

トの女子に恋をしていた?「死にたい夜に

かぎって」の前日譚的センチメンタル・ス

クールエッセイ。全２０編を収録。 

 

★Google classRoomの「三高図書館」に参加しませんか？ 

どこからでもネットで読みたい本を探して、予約とリクエストができます。 

「三高図書館」のクラスコード「ｑｆｃｄｂｆｙ」を入力して、参加してね。 

図書館だよりも掲載します。 


