
 

 

                                         

 

 

第 1 回 図書委員会が開催されました。 

2020 年度 図書委員会アピール ・・・・・ 年間目標 

「本を身近に Ｌｅｔ‘ｓ ｔｒｙ   自分を変える本と出会おう！」 
図書委員会 新役員を発表します！ よろしくお願いします。 

委員長 副委員長 書 記 

深見  宙翔 
３－５ 

森  玲志 
２－４ 

植村  琳桜 
１－５ 

東野  辰海 
２－１０ 

尾西  蒼生 
１－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1年  代表 

關  駿佑 
１－５ 

宮原  靖治 
１－７ 

尼崎双星高等学校図書館 

 

２０２０年 
７月２０日発行 

Ｎｏ．２ 

200 種の仕事～ 『なるにはＢＯＯＫS』 あります。 希望の仕事への道 調べてみよう！ 

！ ！ ！ 

 開館日数 利用者総数 貸出者総数 貸出総冊数 ２７０冊 

６ 

月 

21 日    ６１６人 １２６人 1 年生 144冊 

昼休み １３８人 2 年生 40冊 

放課後  ９４人 3 年生 34冊 

見学その他 ３８４人 教職員 52冊 

 

昨年の 6月に比べ 
貸出者が 18人 
貸出冊数が 73冊 
増えました。 

夏の特別貸出 実施中！  
★一人１０冊まで  

★返却日：８月２４日（２学期始業式の日） 

 

 

６月の図書館利用 

 

 

・パイロットになるには 
・冒険家になるには 
・通訳者・通訳ガイドになるには 
・保育士になるには 
・弁護士になるには 
・自動車整備士になるには 
・公認会計士になるには 
・建築技術者になるには 
・販売員・ファッションアドバイザーになるには 
・秘書になるには 
・歯科衛生士・歯科技工士になるには 
・青年海外協力隊員になるには 
・幼稚園教諭になるには 
・旅行業務取扱管理者になるには 
・獣医師になるには 
・映像技術者になるには 
・CG クリエータになるには 
・国際公務員になるには 
・消防官になるには 
・ドッグトレーナー・犬の訓練士になるには 
・介護福祉士になるには 
・行政書士になるには 
・林松検査技師になるには 
・カフェオーナー・カフェスタッフ・バリスタになるには 
・建築家になるには 
・ロボット技術者になるには 
・ケアマネジャーになるには 
・裁判官になるには 
・ライターになるには 
・社会起業家になるには 
・警備員・セキュリティスタッフになるには 
・気象予報士・予報官になるには 
・助産師になるには 
・視能訓練士になるには 
・臨床工学技士になるには 
・客室乗務員になるには 
・美容師・理容師になるには 
・医師になるには 
・司書になるには 
・外交官になるには 
・鉄道員になるには 

 

・小学校教師になるには 
・作家になるには 
・環境スペシャリストになるには 
・漁師になるには 
・警察官になるには 
・声優になるには 
・薬剤師になるには 
・地方公務員になるには 
・インダストリアルデザイナーになるには 
・自然保護レンジャーになるには 
・パン屋さんになるには 
・日本語教師になるには 
・中学校・高校教師になるには 
・動物園飼育員・水族館飼育員になるには 
・保健師・養護教諭になるには 
・宇宙飛行士になるには 
・言語聴覚士になるには 
・イラストレーターになるには 
・おもちゃクリエータになるには 
・ブライダルコーディネーターになるには 
・検察官になるには 
・プロ野球選手になるには 
・トリマーになるには 
・絵本作家になるには 
・観光ガイドになるには 
・ビルメンテナンススタッフになるには 
・グランドスタッフになるには 
・バイオ技術者・研究者になるには 
・講談師・浪曲師になるには 
・ファッションデザイナーになるには 
・船長・機関長になるには 
・看護師になるには 
・国家公務員になるには 
・コンピュータ技術者になるには 
・学術研究者になるには [改訂版] 
・フォトグラファーになるには 
・管理栄養士・栄養士になるには 
・弁理士になるには 
・農業者になるには 
・鍼灸師・マッサージ師になるには 
・不動産鑑定士・宅地建物取引主任者になるには 
 

 

・社会福祉士・精神保健福祉士になるには 
・特別支援学校教師になるには 
・グリーンコーディネーターになるには 
・宗教家になるには 
・臨床心理士になるには 
・歯科医師になるには 
・動物看護師になるには 
・作業療法士になるには 
・税理士になるには 
・学芸員になるには 
・自衛官になるには 
・海上保安官になるには 
・音響技術者になるには 
・ミュージシャンになるには 
・レーシングドライバーになるには 
・パティシエになるには 
・ネイリストになるには 
・銀行員になるには 
・理系学術研究者になるには 
・義肢装具士になるには 
・診療放射線技師になるには 
・救急救命士になるには 
・ＡＩエンジニアになるには 
 

補巻 1  空港で働く 
補巻 2  「運転」で働く 
補巻 3  子どもと働く 
補巻 4  イベントの仕事で働く 
補巻 5  宇宙・天文で働く 
補巻 6  証券・保険業界で働く 
補巻 7  テレビ業界で働く 
補巻 8  葬祭業界で働く 
補巻 9  東南アジアで働く 
補巻 10 医薬品業界で働く 
補巻 11 福祉業界で働く 
補巻 12 「和の仕事」で働く 
補巻 13 ＮＰＯ法人で働く 
補巻 14 アウトドアで働く 
補巻 15 魚市場で働く 
補巻 16 スポーツで働く 
補巻 17 ゲーム業界で働く 

この夏こそ、新たな本と出会い、世界を広げよう！ 
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 『カケラ』          
湊かなえ/著 

集英社 
       心理ミステリー長

編小説。美容整形が
テーマとなった、ひ
とりの少女の死の
真相を追っていく
話。正義と悪の価値
観のあり方を問う。 

        『 水を縫う 』 
寺地はるな/著 

集英社 
「男なのに」刺繍
が好きな弟の清澄
（高 1）。「女なの
に」かわいいもの
が苦手な姉。愛情
がもてない両親。
世の中の普通を踏
み越えていく家族 

        『52ヘルツの 
クジラたち』 

町田そのこ/著 
 中央公論新社 

         他の鯨には聞きとれな
い 52 ヘルツの高い周
波数で鳴く、世界で一頭
だけのクジラ。「わたし
は、あんたの誰にも届か
ない声を聞くよ」孤独な
彼らが出会う魂の物語。 

『Masato』集英社 

岩城けい/著 
     真人は父の転勤にとも 

ない、家族全員でオー 
ストラリアに住むこと
になった。現地の公立
小学校 5 年生に転入し
たが、英語が理解でき
ない。ある日サッカー
クラブにさそわれ、自
分の居場所を見つける。 

『 マ イ ク 』 
ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ﾉﾘｽ/著 
小学館 

      テニスのプロ選手を 
目指す 15歳の少年。
大事な試合中に見知
らぬ男マイクが現れ
た。他の人には見え
ないらしい。マイク
の正体は自分の心？ 

『世界が 
僕らを嫌っても』  

        片山恭一/著 
河出書房新社 

        性同一性障害のタシケ。 
父親の死で言葉を失っ 
たクチナシ。父による母 

殺しの十字架を背負い 
続けるサヤ。苦しみの果 
てに居場所を見つける。 

         『あめつちのうた』 
          朝倉宏景/著 講談社 

         運動が苦手な雨宮 
大地は甲子園球場 
の整備を請け負う 

阪神園芸に入社す 
る。土と向き合い、 
雨を信じる。最高の 

グランドが生まれる 

『 空洞電車 』 

       朝倉宏景/著 双葉社 
メジャーデビューを
果たしたロックバン
ドのボーカル・ミツ
トが突然この世を去
った。バンドの存続
は？不安と悩みを抱
えながら未来を切り
拓こうとする若者達 

『ネコばあさんの家に
魔女が来た』 

赤坂パトリシア/著 
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

        日常に息苦しさを感じる 
ユキノは高校に行けずご
はんを食べることもでき

ない。自称“魔女”たちと
出合い、心を取り戻していく。 

『 あ ど り ぶ 』 
佐藤まどか/著 
あすなろ書房 

       フルートとの電撃的 
出会いから 5 年。音
楽界のきびしさを目

のあたりにした 15
歳のユージの決断！ 
青春音楽小説。 

『ホームドアから
離れてください』 
北川樹/著 幻冬舎  

     ダイスケは、親友の 
コウキの自殺未遂を 
きっかけに引きこも 
っている中学生。そん 
なとき、「空色ポスト」 
の存在を知る・・・。 

『青春サプリ』 １ 
         青木美帆・田中夕子 他 
                 自分がここにいる理由 
         心が元気になる  

５つの部活スト－リー 

 『青春サプリ』 ２ 
        日比野恭三・くじょう 他 
        いつだってそこに仲間が 

いる ５つの部活ｽﾄｰﾘｰｰ 

『脱プラスチックへの挑戦』 
堅達京子/著 山と溪谷社 

2050 年、海の中のプ 
ラスチックごみの量 
は魚の量を超える！ 
いま、私たちの文明そ 
のものを変えなけれ 
ば、温暖化が加速し、 
地球の限界に達する。 
私たちにできることは？ 

『いつになったら宇宙エレベーターで月に
行けて、3D プリンター
で臓器が作れるんだ
い？』  化学同人 

        ｹｰﾘｰ・ｳｨﾅｰ・ｽﾐｽ 著 
        ニュースに出てきた 

あの科学技術はいま 
どこまで進んでいる
のか。なぜ実現でき
ないのか。今後どう
なる！を徹底解説！ 

『宇宙を生きる ：  
世界を把握しようと 
もがく営み』  

磯部洋明/著 小学館         

「物理学で世界を理解す
る」意味とは！ 宇宙の研
究は今や自然科学以外、社

会科学・人文科学の領域に
広がっている。宇宙物理学
の入門書としておすすめ。 

『キモイけど実はイヤツなんです』 
ろう/著ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

        キモカワ生物大集合 
        気持ち悪い外見の生

き物でも、実はすご
い能力をもっていた
り、生態系の中で重
要な役割を担ってい
たりする。 

『最後の講義』  講演集「あなたは人生最後の日に何を語りますか？」 
①1000年後のロボット石黒浩／著 

②映画とは”フィロソフィー” 大林宣彦／著 

③どうして生命にそんなに価値があるのか 
福岡伸一／著 

④女の子の人生で覚えていてほしいこと 

西原理恵子／著 

『ネズミのおしえ』 
            篠原かをり/著 

徳間書店 
ネズミを学ぶと人間が 
わかる！人間関係・ス
トレス・健康、悩みや
心配解決のヒントはネ
ズミが教えてくれる！ 

 

『ニッポンじゃアリエナイ世界の国』 斗鬼正一/監修 ＳＢクリエイティブ 

『5分後に謎解きのラスト』 『5分後に呪われるラスト』 石井灯葉・菊池策ほか 

『意味が分かると怖い話』 『意味が分かると慄
おのの

く話』  藤白 圭／著 

『感染症対人類の世界史』 池上彰, 増田ユリヤ∥著  【498:予防医学】 

『世界史を変えたパンデミック』 小長谷正明∥著 幻冬社【493 医学内科学】 
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