
 

図 書 館 だ よ り９月号  

 

水都祭―古本市 

 ご協力ありがとうございました。 

 全部で １１０ 冊の本が寄贈され、収益金は 5,7０0 円になりました。 

 全額生徒会へ寄付しました。 

    

本を返してください 
 夏休み・水都祭が終わって、一息つく頃です。返し忘れの本はないですか？返却の遅れている人に

トクソク状を出します。読みたくて帰ってくるのを待っている人もいます。返却期限は遅れないよう

に返しましょう！ 

 

9 月の展示コーナー 
  

 

 

 

 

ブックトーク           

 9 月２５日（水）午後 1 時～     

会場：図書館マルチメディアコーナー 

講師：髙橋 梨紗先生（地歴公民） 

テーマ：「分離壁の向こうの世界―パレスチナ問題を知る」 

 みんな来てね！ 

令和元年９月１８日 

万 代 高 校 図 書 館  

☆「花布（はなぎれ）－本のはなしをつなげてー」No.49☆ 

「花布」とは本の背の上下にあって、本を補強するためのものです。色糸で編み込んで、その

色合いを楽しんだりします。 

『日本の給料＆職業図鑑』 

『日本の給料&職業図鑑 Plus』 

『キミのお金はどこに消えるのか』 

保健体育   渋谷 毅先生 

 
毎日の勉強は、希望する進路に進めるようにするためですね。 

主に大学への進学を考えている人が多いと思いますが、なんのために進学するかといえ

ば、将来、自分が希望する仕事に就くためにしてるのだと思います。 

みなさんが働き始めるのは、大学に進学したら４年後、専門学校や短大は２年後、高校

卒業後なら来年からです。 

しかし、今、自分が希望している仕事は、月給がいくらか知っていますか？ 

就職をして、働くことで給料を得ることができ、毎日生活することができます。 

「働く前に金の話かよ」と思うかもしれませんが、そもそもお金がなければ日常生活は

成り立ちません。 

そして、生活の中でお金を使うと、そのお金はどこへ消えてしまうのでしょうか。 

この３冊の本は、みなさんが近い将来に直面する「お金」に関わる問題を解説してくれて

います。 

日々の生活とお金の問題は深く関係しています。 

勉強の合間にちょっと調べてみてはいかがでしょうか。 

 
※3 冊とも図書館にあります。              
 
次回は 

   芸術の 佐藤果歩先生です。 

お楽しみに！ 

          

 

 

【テーマ展示】 

いざという時のために 

―防災・減災をかんがえてみよう！ 

【進路コーナー】 

小論文おすすめ本 

 



新着図書 ７・８月   

ある晴れた夏の朝 小手鞠 るい 偕成社 913 ｺ 

池上彰のあした選挙へ行くまえに 池上 彰 河出書房新社 B 314 ｲ 

命に国境はない 高遠 菜穂子 岩波書店 302 ﾀ 

渦 大島 真寿美 文藝春秋 913 ｵ 

美しき愚かものたちのタブロー 原田 マハ 文藝春秋 913 ﾊ 

栄養学部 佐藤 成美 ぺりかん社 S 376 ｻ 

ＳＤＧｓの基礎 白田 範史 事業構想大学院大学 335 ｴ 

大家さんと僕 矢部 太郎 新潮社 726 ﾔ 

掟上今日子の裏表紙 西尾 維新 講談社 913 ﾆ 

掟上今日子の乗車券 西尾 維新 講談社 913 ﾆ 

思わず考えちゃう ヨシタケ シンスケ 新潮社 914 ﾖ 

海洋プラごみ問題解決への道 重化学工業通信社 重化学工業通信社 519 ジ 

「カルト」はすぐ隣に 江川 紹子 岩波書店 169 ｴ 

漢帝国 渡邉 義浩 中央公論新社 222 ﾜ 

学芸員になるには 横山 佐紀 ぺりかん社 S 366 ﾅ 

キャット・パーソン ルーペニアン 集英社 933 ﾙ 

京都   実業之日本社 291 ｷ 

希望の糸 東野 圭吾 講談社 913 ﾋ 

海街ダイアリー２・６・７・８・９ 吉田 秋生 小学館 726 ﾖ  

傑作はまだ 瀬尾 まいこ ソニー・ミュージック 913 ｾ 

経営学部・商学部 大岳 美帆 ぺりかん社 S 376 ｵ 

高校生からのビジネスマナー 実教出版編修部 実教出版 S 336 ｺ 

コウノドリ ２２～２７ 鈴ノ木 ユウ 講談社 726 ｽ  

この川のむこうに君がいる 濱野 京子 理論社 913 ﾊ 

ゴリラの森、言葉の海 山極 寿一 新潮社 489 ﾔ 

魚のさばき方大事典   ブティック社 596 ｻ 

サカナ・レッスン フリン ＣＣＣメディアハウス 936 ﾌ 

３月のライオン １４ 羽海野 チカ 白泉社 726 ｳ 14 

ザ・ヘイト・ユー・ギヴ アンジー・トーマス 岩崎書店 933 ﾄ 

「宿命」を生きる若者たち 土井 隆義 岩波書店 367 ﾄﾞ 

証券・保険業界で働く 生島 典子 ぺりかん社 S 366 ﾅ 

昭和・平成現代史年表 神田 文人 小学館 210 ｼ 

知らずにやっているネットの危ない習慣 吉岡 豊 青春出版社 547 ﾖ 

知らないと恥をかく世界の大問題 １０ 池上 彰 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 304 ｲ 

新釈漢文大系 詩人編４・６   明治書院 928 ｼ 4 

新説恐竜学 平山 廉 カンゼン 457 ﾋ 

獣医学部 斉藤 智 ぺりかん社 S 376 ｻ 

授業で使える中学校数学パズル・ゲーム大全 『数学教育』編集部 明治図書出版 410 ｼﾞ 

事典日本の年号 小倉 慈司 吉川弘文館 210 ｵ 

スッキリ！がってん！地熱の本 江原 幸雄 電気書院 533 ｴ 

水道民営化で水はどうなるのか 橋本 淳司 岩波書店 518 ﾊ 

「食べること」の進化史 石川 伸一 光文社 383 ｲ 

大学進学のための“返さなくてよい”奨学金ガイド 給付型奨学金研究会 産学社 S 373 ﾀﾞ 

大学ランキング１００   日経ＢＰ社 S 377 ﾀﾞ 

地球をめぐる不都合な物質 日本環境化学会 講談社 519 ﾆ 

通訳者・通訳ガイドになるには 鑓田 浩章 ぺりかん社 S 366 ﾅ 

手塚治虫とトキワ荘 中川 右介 集英社 726 ﾅ 

同調圧力 望月 衣塑子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 304 ﾄﾞ 

ドラゴン桜２ １～５ 三田 紀房 講談社 726 ﾐ  

なんにもなかった   暮しの手帖社 916 ｾ 3 

日米地位協定 山本 章子 中央公論新社 319 ﾔ 

ノーサイド・ゲーム 池井戸 潤 ダイヤモンド社 913 ｲ 

はじめてでもきちんと作れる かた、甚平、作務衣   日本ヴォーグ社 593 ﾊ 

はじめての切り紙 くまだ まり 主婦の友社 754 ｸ 

ヒマラヤに学校をつくる 吉岡 大祐 旬報社 372 ﾖ 

平場の月 朝倉 かすみ 光文社 913 ｱ 

ピタゴラ装置ＤＶＤブック ２・３   小学館 AV DVD 

ブルートレイン大図鑑 「旅と鉄道」編集部 天夢人 686 ﾌﾞ 

プラスチック汚染とは何か 枝廣 淳子 岩波書店 519 ｴ 

プラスチック・フリー生活 プラモンドン ＮＨＫ出版 519 プ 

方言萌え！？ 田中 ゆかり 岩波書店 818 ﾀ 

僕らの世界を作りかえる哲学の授業 土屋 陽介 青春出版社 104 ﾂ 

都会（まち）のトム＆ソーヤ １６ はやみね かおる 講談社 913 ﾊ 16 

水辺のブッダ ドリアン助川 小学館 913 ﾄﾞ 

三つ編み コロンバニ 早川書房 953 ｺ 

未来の地図帳 河合 雅司 講談社 334 ｶ 

ころべばいいのに ヨシタケ シンスケ  E 


