
〔007 情報科学〕 

007-ｳ SNSコミュニケーション  

カウンセラーが悩み解決!  

浮世満理子 著 日本能率協会マネジ

メントセンター  

ＳＮＳの会話例とその効果を解説し、

「上手く続ける」「好かれる」方法だけ

でなく、「上手に距離を取る」方法を紹

介。いじめ・炎上といったトラブルを防

ぎ、自分の心を守るＳＮＳの利用法を、

心理面からアドバイスする。 

 

007-ﾀ 10代と考える「スマホ」 

 ネット・ゲームとかしこくつきあう 

竹内和雄 著 岩波書店  

中学生がネット社会を生き抜くために

必要なことを知り、自分で考え、正解の

ない答えを探り出すための入門書。実際

に起こったＳＮＳのトラブルやゲーム依

存等に触れながら、スマホを安全に使う

ためのルール作りについて考える。 

 

〔図書館〕013-ｼ  司書の一日  

WILL こども知育研究所 編著 保育社 

司書の仕事ってどんなことをするの？ 

仕事の時はどんなことを考えている？ 

司書になるには何を勉強しておくといい

の？ どんな人が向いている？ そんな

10代の疑問に、写真で「見る」文章で

「知る」ことができる本。 

 

〔ジャーナリズム〕 

070-ｻ 流言のメディア史  

佐藤卓己 著 岩波書店 

流言
りゅうげん

蜚語
ひ ご

、風評、誤報、情報宣伝

…。現代史に登場したメディア流言の

「真実」を見極め、それぞれの影響を再

検証するメディア論。 

 

〔倫理〕151-ﾊ 10 代で知っておき

たい「同意」の話 YES、NOを自分で決

める 12のヒント 

ジャスティン・ハンコック 文 ; ヒューシャ・

マクアリー 絵 河出書房新社 

ＮＯじゃないならＹＥＳってこと？ 自

分の常識は誰かの非常識？ 挨拶、食事、

集団での行動、セックス、ジェンダー…。

人間関係を築く上で欠かせない同意のイロ

ハを親しみやすいイラストとともに、身近

な例で紐解きます。 

 

〔キリスト教〕193-ｽ イラストで読

む旧約聖書の物語と絵画  

杉全美帆子 著 河出書房新社 

旧約聖書のストーリーがわかると、西洋

絵画鑑賞がおもしろくなる！ 物語の大き

な流れをわかりやすくイラストで追いなが

ら、名場面を描いた絵画を見どころポイン

トとともに鑑賞する。 

 

〔伝記〕281-ｱ 生きのびるための

「失敗」入門  

雨宮処凛 著 河出書房新社 

失敗ばかりでも弱いままでも生きてま

す。作家、元ひきこもり、ロボット研究

者、探検家、臨床心理士、オタク女子、元

野宿のおじさんたちなどに聞いた、「失

敗」や「弱さ」と生きていくためのヒン

ト。 

 

296-ｼ アンデス・マチュピチュへっ

ぽこ紀行 インカ・プレインカ遺跡の

旅 芝崎みゆき 著 草思社 

不思議な遺跡の構造や、素っ頓狂な工芸

品。それをつくり、そこに生きた人びとの

存在をじわりと感じる、豊かなアンデス旅

行の一部始終を、イラスト＆エッセイで 

愉しく紹介。 

〔政治〕311-ｻ 平等ってなんだろ

う? あなたと考えたい身近な社会の不

平等  齋藤純一 著 平凡社  

なぜ「平等であること」が大切なのか？ 

不平等な社会は、どうして問題なのか？ 

日常のモヤモヤした疑問、教育や医療の不

平等、肌の色やジェンダーをめぐる差別な

どを通じて、社会における「平等」の大切

さを考える。 

 

〔行政〕317-ｶ ある消防官の見聞

録 「災害と人間と消防との関わり」

を見つめて! : 災害エッセイ  

加藤孝一 著 近代消防社 

災害現場で見聞したこと、災害に遭遇し

た人々のことば、消防の活動やその時々の

話題…。知られざる消防の世界や、消防職

団員の思いを綴ったエッセイ集。 

 

〔国際問題〕319-ｲ 池上彰の君と考え

る戦争のない未来  

池上彰 著 理論社 

戦争とは何か。世界はどんな戦争を経験

したのか。池上彰が戦争の変遷、戦争の種

類、武器の歴史、戦争のルールや条約の歴

史などを丹念に解説し、戦争をなくすため

にはどうしたらいいのかを考える。 

 

〔327 司法〕 

327-ﾊ もしキミが、人を傷つけたな

ら、傷つけられたなら 10代から学ん

でほしい体と心の守り方  

犯罪学教室のかなえ先生 著  

フォレスト出版  

１０代の子とその保護者にとって、犯罪

の被害者にも加害者にもならないためのリ

アルな情報を、元「少年院の先生」が伝え

る。いじめ問題の具体的な解決策、ＳＮＳ

のつきあい方、少年犯罪の現状などを犯罪

学の知識を基に解説。 

 

 

今年も読書週間がやってきたぁ－❤(10/27～11/9) 

今年の読書週間の標語は 「この一冊にありがとう」 
読書にはもってこいの季節。何か一冊手にしてみませんか。図書委員会主催の 

イベントも企画していますので、たくさん参加して下さいね。お楽しみに❤ ｂｙ司書 
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図書委員会「読書週間イベント」のおしらせ 
読書週間を楽しむイベントを３つ企画しました。 

 

その１ 手作り POPコンテスト  
好きな本で、POPを描こう！応募〆切は 11/7。11/8～30まで昇降口

で掲示しますので、読んでみたくなった POPに投票してください。 

得票が多かった人 3位まで表彰して、すてきなプレゼントも用意していま

す。また、投票した人２0名にも抽選で何かすてきなものをプレゼントしま

すので、ふるって参加してくださいね。POPの用紙は図書館に用意してあり

ます。取りに来てください。 

 

その２ ビブリオバトル 11/７（月）16：15～17：00 

 本の魅力をアツ～く語るビブリオバトル。発表者の紹介する本で「どの

本が一番読みたくなったか」を基準に聞く人は投票し、最多票を集めた

「チャンプ本」を選びます。 

ビブリオバトル参加者を募集します！ 
●発表者を５名（豪華参加賞あり、優勝者はさらにプラスで） 

→１１／１（火）までに図書館へお知らせください。 

●聞く人を 25名（参加賞あり） 

→参加したい人はクラスの図書委員か図書館に１１／４（金）まで 

お知らせください。 

＊優勝者は県大会への出場も可能です。 

 

その３ 古雑誌市  １１／９（水）昼休みと放課後 

図書館の保存期間の過ぎた雑誌を無料で差し上げます。 

一人 3冊まで、早い者勝ちなので、お早めにどうぞ。 

対象雑誌は  

オレンジページ、MOE、Number、non-no、ナショナルジオグラフィ

ック、ダ・ヴィンチの 202１年４月号から 202２年３月号まで 
 

皆さんの参加を図書委員一同お待ちしています。 

＊ 新着図書案内 ＊分類、書名、著者名、出版社、内容の順 ☆リクエスト   

 

「ハロウィンイベント」開催します 10月３１日【月】8：30～17：30 
図書館へ行くだけで、素敵なことがあります。さらに本を借りるともっと素敵なことが！ぜひ、来てください。 

合い言葉の「Trick or Treat」をカウンターで言ってね。待ってま～す❤    

＊借りっぱなしの本があったら早く返しましょう。 

昇降口の返却箱か図書館に返してください。 



327-ﾔ 少年のための少年法入門 

山下敏雅, 牧田史, 西野優花 監修 

旬報社  

「人を殺してしまったら、僕は死刑にな

りますか？」 ２０２２年４月に施行され

る改正少年法。少年事件のストーリーを読

み進めながら、その考え方としくみを知る

ことができる入門書。少年法Ｑ＆Ａや少年

法全文も収録。 

 

〔経営管理〕336-ﾌ #プレボン!  

いますぐ使えるプレゼンテーション

Tips集  

深谷信介 著 ハーベスト出版 

プレゼンテーションは、実は会話よりラ

ク。自分らしくやればいい！ 敏腕プレゼ

ンターが数十年かけて培った珠玉のノウハ

ウを２ページ見開きで簡潔に紹介。プレゼ

ンの心構えからマル秘裏ワザテクまで全５

４Ｔｉｐｓを掲載する。 

 

〔361 社会学〕 

361-ｶ つながるための言葉  

 「伝わらない」は当たり前  

勝浦雅彦 著 光文社  

始まりの言葉、ＳＮＳの言葉、恋愛の言

葉、世界を良くする言葉…。人と「つなが

るための言葉」を「ひとことで言い表す」

ための方法論を具体的かつ軽妙な筆致で解

説。言葉で表現することに自信が持てる大

きな気づきが満載。 

 

361-ﾔ 地域学入門  

山下祐介 著 筑摩書房  

近代化で見えなくなった地域の実像を、

生態、社会、文化、歴史の側面からとらえ

直す。さまざまな視座を行き来しつつ、国

家や都市の論理と対抗する生命の場として

の地域を浮かび上がらせる、気鋭の社会学

者による地域学のすすめ。 

 

〔366 雇用・職業案内〕 

366-ｹﾞ 雇用は契約  

雰囲気に負けない働き方  

玄田有史 著 筑摩書房  

契約期間を軸に、多様化が進む２１世紀

日本の雇用の現実を見据え、誰もが納得で

きる職業人生を歩んでゆくための、望まし

い雇用社会のあり方を提言する。悔いなき

職業人生を送るためのヒントが満載。 

 

366-ｺ-33 キャリア教育に活きる! 

仕事ファイル センパイに聞く  

33 SDGs 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。電気自動車

マーケティング、代替食品研究開発など、

ＳＤＧｓの仕事に就いたセンパイたちの話

を聞く。 

 

366-ｺ-34  キャリア教育に活きる! 

仕事ファイル センパイに聞く  

34 空の仕事  

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。パイロッ

ト、検疫官、航空管制官など、空の仕事に

就いたセンパイたちの話を聞く。 

 

366-ｺ-35  キャリア教育に活きる! 

仕事ファイル センパイに聞く  

35 音楽の仕事  

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。歌声合成ソ

フトウェア関連商品管理、ＪＡＳＲＡＣ職

員など、音楽の仕事に就いたセンパイたち

の話を聞く。 

 

366-ｺ-36  キャリア教育に活きる! 

仕事ファイル センパイに聞く  

36 健康の仕事  

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。オンライン

ヨガインストラクター、寝具メーカー広報

など、健康の仕事に就いたセンパイたちの

話を聞く。 

 

366-ｺ-37 キャリア教育に活きる! 

仕事ファイル センパイに聞く 

37 アウトドアの仕事  

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。森林官、キ

ャンピングカーデザイナーなど、アウトド

アの仕事に就いたセンパイたちの話を聞

く。 

 

〔児童福祉〕 

369-ｼ 子育て支援と経済成長 

柴田悠 著  朝日新聞出版 

子育て支援の経済効果は投入予算の２．

３倍！？ 子育て支援が社会全体に対し

て、どのような経済効果をもつのかを分

析。さらに、子育て支援が出生率、自殺

率、子どもの貧困率などにもたらす影響も

紹介する。 

 

〔教育〕 

371-ｶ 先生、どうか皆の前でほめな

いで下さい いい子症候群の若者たち 

金間大介 著 東洋経済新報社 

ほめられたくない、目立ちたくない、埋

もれていたい。若者に起きている重大異変

を、イノベーションとモチベーションの研

究家が分析。一見不可解な彼らの気質を

「いい子症候群」とし、その心理を解読し

ていく。 

 

〔民俗学〕 

388-ﾌﾞ 水木しげるロード全妖怪図鑑 

文藝春秋 編 水木プロダクション 監修  

境港観光協会 協力 文藝春秋 

鬼太郎ポスト、死神、目玉おやじ、砂か

け婆…。「ゲゲゲの鬼太郎」で有名な漫画

家・水木しげるの故郷・境港市の「水木し

げるロード」等に設置された妖怪のブロン

ズ像を完全ガイド。折り込みマップつき。

妖怪検定公式テキスト 

 

 

〔地学〕456-ｺ 楽しい地層図鑑  

小白井亮一 文・写真 草思社 

 地層はどうできる？ 年代はなぜわかる？ 

なぜシマシマに？ 地層の素朴な疑問か

ら、大地の成り立ちまで、日本全国の地層

や化石の美しい写真約２４０点を使ってわ

かりやすく解説する。地層の面白さを伝え

る入門図鑑。 

 

〔昆虫〕486-ﾌ 昆虫記すばらしき

フンコロガシ : ファーブルショート

セレクション 

ジャン=アンリ・ファーブル 作 ; 奥本大三

郎 訳 ; ヨシタケシンスケ 絵 理論社 

昆虫の生態を辛抱強く観察し、その意味

を考えたファーブル。ファーブルがフンコ

ロガシや狩りバチなどの昆虫や、学校に通

っていたころの思い出などを綴った５編を

「昆虫記」からセレクト。 

 

〔49 医学〕 

490-ｵ 教えて!マジカルドクター: 

病気のこと、お医者さんのこと 

大塚篤司 著 ; 油沼 漫画 丸善出版 

学校にある古めかしい木の扉を開ける

と、そこには不思議なお医者さん、その名

もマジカルドクターがいて…。子どもたち

に医療や一般的な治療法について解説し、

病気や治療などの質問にも答える。ページ

の下に用語の説明付き。 

 

493-ﾆ 10 代から知っておきたい 

不安症  

新村秀人 監修 ; WILL こども知育研究所 

編著 保育社  

生涯のうちにおよそ４人に１人が経験す

るといわれている精神疾患。強い不安を引

き起こす精神疾患である不安症についてわ

かりやすく説明する。心の健康チェック、

精神疾患に関する相談先なども掲載。 

 

493-ﾆ 10代から知っておきたいうつ病 

仁王進太郎 監修 ; WILL こども知育研究

所 編著 保育社  

増加している精神疾患。「うつ病」は 

100 人に約 6 人が生涯のうちにかかる

といわれる。本書は「なりやすい人」「う

つ病になるきっかけ」といった疑問から治

療、発症した人への接し方について解説。

心や心の病気への理解を助ける。先生や保 

護者にもおすすめ。 

 

493-ﾆ 10 代から知っておきたい 

摂食障害  

西園マーハ文 監修 ; WILL こども知育研

究所 編著 保育社  

増加している精神疾患。「摂食障害」は

若い女性だけではなく、誰でもかかる病気

である。本書は「身体にどんな影響を及ぼ

すか」といった疑問から治療、発症した人

への接し方について解説。心や心の病気へ

の理解を助ける。先生や保護者にもおすす

め。 

 

493-ﾐ 10 代から知っておきたい 

統合失調症 

水野雅文 監修 ; WILL こども知育研究所 

編著 保育社  

増加している精神疾患。「統合失調症」

は思春期から青年期の発症が多い病気。本

書は「なぜ幻覚や妄想があらわれるのか」

といった疑問から治療、発症した人への接

し方について解説。心や心の病気への理解

を助ける。先生や保護者にもおすすめ。 

 

498-ﾀ 思いやる心は傷つきやすい 

パンデミックの中の感情労働  

武井麻子 著 創元社  

新型コロナウイルスが蔓延する状況下

で、医療従事者の人々はどのような体験を

しているのか。感情労働やトラウマの観点

を取り入れながら、この危機とこれからの

時代を生き延びていくためのヒントを平易

な言葉で伝える。コロナ禍の医療現場で働

く人のメンタルヘルスはいかに守られる

か？ 

 

 

 

 

 

 

寒くなってきましたね。 

「ぬくぬくグッズ」の 

クッションと膝かけを 

出しましたので、 

自由に使ってください。 

 
 


