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特別報道写真集 2018 西日本豪雨 岡山の記録
山陽新聞社 / 山陽新聞社 (2018-08-24) / 1,000 円
登録作業中（非公開）

本・雑誌 / 社会・政治

2018/10/05

7 月の西日本豪雨の写真集です。豪雨直後や避難所での生活の様子などの写真
が載ってます。
[NDC]
[情報入手先]
[学校名]真庭高等学校
[テーマ]平成 30 年度第 3 回美作支部司書部会／3 類の本

髪がつなぐ物語 (文研じゅべにーる・ノンフィクション)
別司 芳子 / 文研出版 (2017-11-01) / 2,980 円 / 2 users
登録作業中（非公開）

本・雑誌 / ノンフィクション

2018/10/09

日本でも話題になっているヘアドネーションについて詳しく知ることのでき
る本。
髪の毛を寄付する側、される側どちらにも大切な想いがあることが伝わってき
ます。
[NDC]369.4
[情報入手先]本校図書館
[学校名]津山商業高校
[テーマ]平成 30 年度第 3 回美作支部司書部会／3 類の本

ネット依存・ゲーム依存がよくわかる本 (健康ライブラリーイラスト
版)
樋口 進 /講談社 (2018-6-7) / 1,404 円 /
登録作業中（非公開）

本・雑誌 / 暮らし・健康・子育て

2018/10/09

イラストで解説されていてとてもわかりやすい。
高校生は、ほぼ 100％近くの人が持っているスマホ。
依存症になる前に、本人や家族ができることについても解説されているので、
高校生にはぜひ読んでほしい本。
[NDC] 493.7
[情報入手先]本校図書館
[学校名]津山商業高校
[テーマ]平成 30 年度第 3 回美作支部司書部会／4 類の本
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地理女子が教える ご当地グルメの地理学
尾形希莉子・長谷川直子／著 /ベレ出版 (2018-6-12) / 1,728 円 /
登録作業中（非公開）

本・雑誌

2018/10/10

全国のご当地グルメを、お茶の水女子大学で地理学を研究する“地理女子”が
地理学的に気候や地形など、その土地の特徴や歴史からご当地グルメの成り立
ちを紹介しています。
地理学とご当地グルメを繋げる発想が今までになく、新しい側面から楽しめる
本だと思います。
[NDC] 383.81
[情報入手先]Web サイト
[学校名]美作高校
[テーマ]平成 30 年度第 3 回美作支部司書部会／3 類の本

ポプラディアプラス仕事・職業 ３巻セット
ポプラ社 /ポプラ社 (2018-4-1) / 25,920 円 /
登録作業中（非公開）

本・雑誌

2018/10/10

1,2 巻の「職業図鑑」では、655 の職業を 30 のジャンルに分けて紹介し、自
分の趣味や性格に適した職業を探せ、さまざまな職業ではたらく人のインタビ
ューを収録。職業をイラストで紹介する「絵で見るガイド」では、視覚的に理
解も深められる。
3 巻の「学習資料集・索引」には、仕事や職業についての理解を助ける資料を
収録し、職種だけでなく各業種に関する知識も身につきます。
多数の職業が網羅され、どんな職業があるのか、どんな職業についたらいいの
か、進路を考える時に参考になるような本だと思います。
[NDC] 366.29
[情報入手先]書店
[学校名]美作高校
[テーマ]平成 30 年度第 3 回美作支部司書部会／進路（資格）に関する本

Jewels in the night sea 神秘のプランクトン
峯水 亮 /日経ナショナルジオグラフィック社 (2018-8-10) / 2,916 円 /
登録作業中（非公開）

本・雑誌 / ノンフィクション

2018/10/10

魚やエビ、カニなどの子供は生まれたばかりの期間をプランクトンとして水面
下で過ごします。子供時代だけ透明な魚、どうせ脱皮してしまうのに長いとげ
をもった不思議なフォルム、知っているようで知らない海の生き物たちの子供
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時代が黒を背景にした、美しい写真で紹介されています。
[NDC] 468.6
[情報入手先]所蔵本
[学校名]勝間田高等学校
[テーマ]平成 30 年度第 3 回美作支部司書部会／4 類の本

教師という生き方 仕事と生き方 (イースト新書 Q)
鹿嶋真弓 /イースト・プレス (2017-11-20) / 864 円 /
登録作業中（非公開）

本・雑誌 / ノンフィクション

2018/10/10

世界一忙しいと言われている中学校教師。
公立中学校に 30 年間勤務した著者が、教師という仕事の仕組みから生徒指導
のノウハウまで自分の経験を豊富にちりばめながら語りつくします。
著者の鹿島真弓さんは、学級崩壊したクラスをエンカウンターという独自の手
法で立ち直らせたことで、ＮＨＫの「プロフェッショナル仕事の流儀」にとり
あげられたこともあります。教師がいかに激務かがわかると同時に、いかにや
りがいのある仕事であるかがひしひしと伝わってくる熱い本です！
[NDC] 374.3
[情報入手先]自校図書館
[学校名]岡山県立勝山高等学校
[テーマ]平成 30 年度第 3 回美作支部司書部会／進路（資格）に関する本

コウノドリ 命がうまれる現場から
鴻鳥 サクラ /イースト・プレス (2017-9-21) / 1,296 円 /
登録作業中（非公開）

本・雑誌 / ノンフィクション

2018/10/10

ドラマにもなった大ヒットマンガ『コウノドリ』の主人公である産科医鴻鳥サ
クラがナビゲーターとなって、周産期医療の現実をレクチャーしてくれる本で
す。
学校で教えてもらえる妊娠・出産はほんの一部分でしかありません。
自分が生まれてくることがどんなに奇跡的なことか、出産することがどれほど
大変なことか、様々な出産の現場を通して教えてくれます。そして、産科医や
助産師が、いかに懸命に命と向き合っているのかがわかります。
[NDC] 495.5
[情報入手先]自校図書館
[学校名]岡山県立勝山高等学校
[テーマ]平成 30 年度第 3 回美作支部司書部会／4 類の本
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キミのお金はどこに消えるのか
井上 純一 /KADOKAWA (2018-8-4) / 1,080 円 /
登録作業中（非公開）

本・雑誌 / ビジネス・経済

2018/10/11

「中国嫁日記」の著者井上純一さんが今度は経済の関するコミックエッセイを
出しました。これは中国人嫁の月さんが発した一言からお金に関する素朴な疑
問を題材にしたものです。知らなくても生きていけますが、知ればもっと面白
くなる「お金」の話が現在の社会問題に絡めて語られます。
コミックなので難しい経済本よりとっつきやすいかなと思います。
[NDC] 330.4
[情報入手先]Web
[学校名]岡山県作陽高等学校
[テーマ]平成 30 年度第 3 回美作支部司書部会／3 類の本

1 分で話せ 世界のトップが絶賛した大事なことだけシンプルに伝え
る技術
伊藤 羊一 /SB クリエイティブ (2018-3-14) / 1,512 円 /
登録作業中（非公開）

本・雑誌 / ビジネス・経済

2018/10/11

1 分でまとまらない話は、結局何時間かけて話しても伝わらない。伝えたい言
葉の 80％は捨てられる。
だからこそ、伝えたい事は必要最小限にすることで相手に伝わりやすくなる。
話下手な人に読んでほしい 1 冊。
[NDC] 336.4
[情報入手先]
[学校名]岡山県立津山東高等学校
[テーマ]平成 30 年度第 3 回美作支部司書部会／3 類の本

[超微細]美しい昆虫図鑑
レヴォン=ビス /学研プラス (2018-7-17) / 4,536 円 /
登録作業中（非公開）

本・雑誌 / 科学・テクノロジー

2018/10/11

超高倍率、超高精細撮影の昆虫図鑑。
ほんの数センチしかない体に、肉眼では見えない複雑な構造や色彩があったこ
とに驚かされる 1 冊。写真がすごくきれいです。
[NDC] 486
[情報入手先]
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[学校名]岡山県立津山東高等学校
[テーマ] 平成 30 年度第 3 回美作支部司書部会／4 類の本

10 年後の仕事図鑑
堀江 貴文, 落合 陽一 /SB クリエイティブ (2018-4-5) / 1,512 円 /
登録作業中（非公開）

本・雑誌 / ビジネス・経済

2018/10/11

AI、仮想通貨、働き方など新たに始まる世界で今後生きていく人たちに今注目
の落合洋一と堀江貴文がお金、職業、仕事、会社、学校などについて新たな社
会について語ります。
また、AI でなくなる職業が話題となったが、「消えゆく職業」「生まれる職業」
についての 50 の職業についても紹介されています。
[NDC] 366.04
[情報入手先]新聞
[学校名]岡山県作陽高等学校
[テーマ]平成 30 年度第 3 回美作支部司書部会／3 類の本

古生物のサイズが実感できる! リアルサイズ古生物図鑑 古生代編
土屋 健 /技術評論社 (2018-7-21) / 3,456 円 /
登録作業中（非公開）

本・雑誌 / 科学・テクノロジー

2018/10/11

見たこともない古生物図鑑です。見たこともないですからなんと奇妙、グロテ
スクと感じてしまいますが、古代にこうした生物が生きていたんですね。
大きさなどを実感できるように現代のものと比較したりすることによりリア
ル感が出ています。
[NDC] 457.038
[情報入手先]Web
[学校名]岡山県作陽高等学校
[テーマ]平成 30 年度第 3 回美作支部司書部会／4 類の本

一生困らない 女子のための「手に職」図鑑
華井 由利奈 /光文社 (2018-8-21) / 1,296 円 /
登録作業中（非公開）

本・雑誌 / 資格・検定

2018/10/11

女子におすすめの職業についての本です。
働く女性は増えましたが、女性特有の事情により働き続けるのは大変な世の中
です。本書を読んで、女の子達がぼんやりでも未来を見据えて、やりたい仕事
をみつけられたらいいと思います。
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[NDC] 366
[情報入手先]書店
[学校名]津山工業高等学校
[テーマ]平成 30 年度第 3 回美作支部司書部会／進路（資格）に関する本

産声のない天使たち
深澤 友紀 /朝日新聞出版 (2018-3-20) / 1,512 円 /
登録作業中（非公開）

本・雑誌 / 暮らし・健康・子育て

2018/10/11

50 人に 1 人が死産という衝撃的な真実。この現実を多くの人に知ってもらい
たいです。赤ちゃんが無事に産まれるのは決して当たり前のことではなく、多
くの奇跡が重なっているんだと改めて思いました。
命の尊さをより感じられる本です。
[NDC] 495.7
[情報入手先]本校蔵書
[学校名]林野高等学校
[テーマ]平成 30 年度第 3 回美作支部司書部会／4 類の本

わけあって絶滅しました。 世界一おもしろい絶滅したいきもの図鑑
丸山 貴史 /ダイヤモンド社 (2018-7-19) / 1,080 円 /
登録作業中（非公開）

本・雑誌 / 科学・テクノロジー

2018/10/11

最近の生徒は古生物のことを全然知らない…と嘆いていた生物の先生に好評
でした。その生き物が生息していた年代も分かりやすいので、この本を入り口
に詳しく知っていってもらえればと思います。明らかに人間のせいで絶滅した
生き物も多いので、それについても考えてみたいところです。
[NDC] 482
[情報入手先]
[学校名]津山高校
[テーマ]平成 30 年度第 3 回美作支部司書部会／4 類の本
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いじめを生む教室 子どもを守るために知っておきたいデータと知識
(PHP 新書)
荻上 チキ /PHP 研究所 (2018-7-15) / 994 円 /
登録作業中（非公開）

本・雑誌 / 人文・思想

2018/10/11

いじめを様々な角度からデータを用いて客観的に分析しています。
いじめはもちろん、紛争や差別を抑止するのに不可欠な「共感性」を育むため
には、道徳や優しさだけでは不十分であり、「適切な知識」を得るための教育
が必要であるというところに考えさせられました。
[NDC] 371.4
[情報入手先]
[学校名]津山高校
[テーマ]平成 30 年度第 3 回美作支部司書部会／3 類の本

図解 あなたの天職がわかる 16 の性格
ポール・D・ティーガー /主婦の友社 (2018-4-11) / 1,080 円 /
登録作業中（非公開）

本・雑誌 / ビジネス・経済

2018/10/11

数年前に出ていたものの図解版ということで、かなり見やすくなっています。
とはいえ天職とやりたい職業は違うでしょうから、職業診断というよりは自己
分析に使えるのではと思います。
[NDC] 366
[情報入手先]
[学校名]津山高校
[テーマ]平成 30 年度第 3 回美作支部司書部会／進路（資格）に関する本
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