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書を持ち、人生の旅に出よう
西本恭子  教諭（社会科）

　幼い頃から、本に囲まれている生活だった。団地住まいで広い家ではなかったけど、大きな本棚が居間に３つあって、

手軽に本に触れていた。子ども向けの名作物語集があったし、たくさんのマンガもあった。料理本などの実用書や父の

仕事に関する土木建築や環境問題の本もたくさんあった。一番好きな本は図鑑で、船や宇宙の図鑑を毎日読んでいた。

他にも、父の趣味であるプログラミングの本がいくつもコンピューターのそばに置かれていたので、幼稚園のときに見

よう見まねで天才プログラマーになった気持ちで、中身のわからない本を開いては読もうとしていた。ちょうど同じ頃、

１冊の本と出会った。『ドラえもん』だ。とてもおもしろくて、いつもそばに置いて読んでいた。著者の藤子・F・不

二雄の“SF= 少し不思議な”世界は、恐竜・歴史・世界の謎・ハレー彗星など、とにかくいろんな方向へと私をいざ

ない、それに呼応するかのように、恐竜の本や宇宙の本を読んだ。世界中のさまざまな物事に興味をもつきっかけは、『ド

ラえもん』が与えてくれた。エジプトなどの古代文明にも興味を持ち、祖父にピラミッドの本を買ってもらったときは、

嬉しくてしかたなく、考古学者か恐竜博士になろうと思っていた。

　小学校高学年くらいからは、ジャンルを問わず雑誌をたくさん読んだ。特に好きなのは音楽雑誌のミュージシャンへ

の２万字インタビューで、彼らの人生の一部を知ると同時に「自分がどんな人生を歩むのだろう」と未来に思いを馳
は

せ

た。父の読んでいた経済誌も欠かさず読んでおり、中学生のときには、雑誌のライターかコピーライターになると強く

決めていた。時を同じくして、沢木耕太郎の『深夜特急』も大好きだった。インドのデリーからイギリスのロンドンま

で旅行をする著者に自分を重ね、「10年後の自分に同じことはできるか？」と自問自答しながら、あたかも長い旅行を

一緒にしているような気持ちになった。社会科学系学部へ進学する決断の中には、沢木耕太郎（経済学部出身）に憧れ

た部分も少なからずある。

　こうして高校生までの読書歴を見つめ直してみると、今の私を作り上げているのは幼い頃からの本との出会いだった。

環境問題に興味を持ったのも、コンピューターに興味があるのも、世界史が大好きなのも──。大人になるまでの長い

道のりで、好きなものは本から見つけ出した。どんな本を読むかを押し付けられることもなく、自らの内に沸き立つ欲

望のまま、時には自らの感性を信じて、本・活字を選んではその中へとトリップしていく。こうして得た世界や経験は

永遠なるものであり、自らを裏切ることはなく、今も私を魅了してならない。

　自分の将来が見えないとき、羅針盤として「本」を手に取り、大きな旅に出てみることをしてみてはどうだろう。新

しい世界が君を待っているはずだ。
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将
来 物語で将来の夢に出会おう！

特定の職業について調べるなら……

仕事に出会える物語
＼まだまだ

あります！／ 
世の中にはどんな職業があるのか調べよう！

職場体験完全ガイドシリーズ� （ポプラ社）
　人気の職業をとりあげ、その職場に密着取材し、仕事の様子から１日の行動
まで、写真と記事でよくわかるよう紹介してくれるシリーズです。写真が豊富
なので、さながら、自
分が現場に足を踏み入
れたような気分でその
職業のことを
知ることがで
きます。

　みなさんは、将来の夢を考えるとき、何を参考にしますか？「お父さん、お母さんの働く姿を見る。」「先生や先輩に教えて
もらう。」「テレビや雑誌、インターネットなどで知る。」など、ひとによって将来の夢を見つけるきっかけは、様々だと思います。
今号の「図書館ニュース」では、“図書館で将来の夢に出会う”方法を紹介します。

新�13歳のハローワーク
村上龍 著 （幻冬舎）
　「好きな教科別」に調べられる職業図鑑。603種の
職業が掲載されています。芥川賞作家村上龍が、職業
のひとつひとつを分かりやすく、簡潔に説明
しています。眺めているだけでも楽しくなる
本です。

将来の夢さがし！�職業ガイド234 種
坂東眞理子 監修 （集英社）
　将来の「なりたい」が見つかるだけでなく、

「なりかた」もしっかりわかる職業ガイドブック。イ
ラストや先輩のインタビュー付きでわかりやすく説明
されています。ピッタリの仕事を探せるチェックシー
ト付き。

中学生・高校生の仕事ガイド�2018–2019年版
進路情報研究会 編 （桐書房）
　中学生・高校生の進路選択の参考になるような多く
の仕事が掲載されています。項目ごとに、仕事の内容、
その仕事につくための勉強のしかた、専門学校・大学
の選び方、必要な学歴、取得すると有利な資
格が紹介されているので、進路の手引きにな
ります。

やりたい仕事がある！ （小学館）
池上彰 編・著
　「アート」「サイエンス」などの17の産業別に
768職種を紹介。冒頭にエニアグラム（特性診断）があ
り、自分のタイプを知ってから、適性のありそうな職業
を見ることができます。著者のコラムや先輩従事者から
のアドバイスも掲載されており、「働くってなんだろう？」
という所から考えさせてくれる本です。
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なるにはＢＯＯＫＳ� （ぺりかん社）
　現代社会のほとんどの職種をカバーする職業ガイドシリーズ。本校の図書館
には122冊所蔵しています。なりたい職業が決まったら、その職業の一冊を
読んでみましょう。その仕事
の魅力・現実から、なり方ま
で幅広く紹介されているの
で、具体的に職業を
イメージすることが
できます。

しごと場見学！シリーズ� （ぺりかん社）
　色々な場所で働く人たちから働く喜びについて聞く「しごと場見学！」シリー
ズ。30の施設に分けて、その施設に関わる職種を多数紹介しています。同じ
ひとつの施設も、様々な職種
の人々によって支えられてい
るのだということを知ること
ができます。働きたい場所か
ら仕事を選ぶときに
役立つ本です。

好きな仕事実現シリーズ� （学研）
　15の分野に分けて、それぞれに関連した職種を多数紹介しています。現場
取材による実際にその仕事に携わっている人のインタビューは、どれも感動も
の。詳しい「なれるチャー
ト」で、その職業に就く
までをイメージしやすく
なっています。
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医療・福祉の仕事見る知るシリーズ� （保育社）
　人気の高い医療・福祉の仕事に特化したシリーズです。それぞれの職業に従
事している人の一日を豊富な写真と分かりやすい解説で紹介しています。この
一冊を読むと、まるでその仕
事を見学に行ったような感覚
になれます。また、それぞれ
の仕事に就くために必要な資
格の取得方法も知る
ことができます。

まるごとガイドシリーズ� （ミネルヴァ書房）
　福祉の仕事に特化し、それぞれの職業について資格の取り方と現場取材によ
るルポやインタビューでその実際を紹介するシリーズです。資格を取ったその
後の活かし方を多方面
から紹介してあるので、
様々な可能性を考える事
ができます。
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受験・検定資料コーナー受験・検定資料コーナー

受験・検定資料コーナー
受験・検定資料コーナー

受験・検定資料コーナー 受験・検定資料コーナー

受験・検定資料コーナー受験・検定資料コーナー

受験・検定資料コーナー 受験・検定資料コーナー
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タイトル（著者） 出会える仕事 請求記号
❶ＡＢＣ殺人事件（アガサ・クリスティー） 探偵 9/C

文
庫
コ
ー
ナ
ー

❷オレたちバブル入行組（池井戸 潤） 銀行員 9/I
❸校閲ガール（宮木あや子） 校閲者 9/M
❹水族館ガール 1 ～ 5（木宮条太郎） 水族館飼育員 9/M/1〜5
❺つるかめ助産院（小川 糸） 助産師 9/O
❻県庁おもてなし課（有川 浩） 地方公務員 913/A 一

般
開
架
コ
ー
ナ
ー

❼マスカレード・ホテル（東野圭吾） ホテル従業員 913/H
❽マチネの終わりに（平野啓一郎） ギタリスト・ジャーナリスト 913/H
❾神様のカルテ 1 ～ 3（夏川草介） 医師 913/N/1~3
❿図書室のキリギリス（竹内 真） 図書館司書 913/T

『小説・マンガで見つける !�すてきな仕事』� （学研プラス）

　すてきな仕事に出会える小説やマンガを数多く紹介している本です。
仕事内容やその仕事のやりがい、なり方など
を分かりやすく紹介して
います。ドラマや映画な
ど映像化された作品が多
く、親しみやすい作品ば
かりです。本校の図書館
にも所蔵のある本がたく
さん紹介されています。
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パスファインダーとは、あるトピックを調べるために役に立つ
資料を、わかりやすく紹介したリーフレットのことです。

パスファインダーの一例

　2016年度から一貫生の12月期土曜講座にて、一般の社会人を講師として招き、働くことの意義や必要性、
苦労とともに、学生時代に身につけておいたほうがよい資質や努力しておくべき点などを交えて、座談会形
式で話を伺うという「キャリアセミナー」が開催されています。その事前学習のための“パスファインダー”
は、図書館が作成しています。“パスファインダー”には、講師の先生ひとりひとりの職業について調べら
れるよう、本やウェブサイトのリストを掲載しており、受講する生徒は、それをもとに講師の先生方の職業
について図書館で調べ、理解を深めた上で、聞きたい質問を用意して、当日に臨みます。実際の職業に従事

している方々からの生の声は、将来を考える上で、大変
参考になっているようです。

一般開架コーナー

事前学習の様子

セミナーの様子（2017年度）

図書館では、こうした支援をいつでも、どの学年の生徒にも行うことができます。
将来について悩んだら、図書館のカウンターに来てください。お手伝いをします！

登場人物が仕事に奮闘する姿や、鮮やかに仕事をこなす姿に勇気を
もらうこと間違いなし！　物語でたくさんの仕事に出会おう！

一貫生土曜講座「キャリアセミナー」の学習支援をしています。

しあわせのパン
三島有紀子 著
　パンカフェ「マーニ」には、さまざま
な悩みを抱えた人たちが次々と訪れるの
だが……。彼らを優しく迎えるのは、り
えさんと水縞くんが心を込めて
作る温かなパンと手料理、そし
て一杯の珈琲だった。

ねじまき片想い
柚木麻子 著
　浅草にあるおもちゃ会社の敏腕プラン
ナーとして働く富田宝子は、次から次へ
と災難に見舞われる片想い中の西島のた

め、SP 気分で密かに彼のトラブルを
解決していく……! やがて、自分の気
持ちに向き合ったとき、宝子は──。

　本校の創設者である
春子先生の功績や春子
先生の生まれ育った東
白川村について調べ、展示発表しました。模造
紙での発表だけでなく立体模型やクイズなど
様々な工夫がされていて、体験型の発表となっ
ていました。授業後、図書館に残って調べもの
をする生徒の姿も見受けられました。

一貫１年生
　夏休みの学問探究合宿
に向けて、自分の将来に
つながりそうな企業や機
関について調べました。
　実際に訪問した企業や
機関で学んだことを模造
紙 や 立 体 模
型、クイズな
どにして発表
しました。ど
の発表も創意
工夫されてい
ました。

一貫３年生一貫２年生

受験・検定資料コーナー

　総合学習の時間に図書館
の本やインターネットを利
用して環境問題の現実やそ
の解決策を調べ、模造紙に
分かりやすくまとめたレポートを展示発表しまし
た。参加型のブースもあり、体感して環境問題に
ついて考えることができるよ
うな工夫がされていました。

　物語には、登場人物の

仕事の様子が描かれてい

ることがよくあります。

　その中から理想の仕事

に出会うことができるか

もしれません。�

出会える仕事
パン職人

カフェ経営者

出会える仕事
おもちゃプランナー

文庫コーナー

平成30年度文化祭発表 図書館で調べ学習を行った学年の文化祭発表の様子を紹介します。
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図書委員だより

　図書館では、読書の資料のほか、調べ学習や授業の参考資料も揃えて皆さんの学習を応援しています。今回は「進
路について調べる」をピックアップして図書館の資料を紹介しました。なりたい自分の夢の実現や将来の進路を
考えるときの参考にしてください。このほか、益々パワーアップしている図書委員の活動についても紹介してい
ます。後期も図書委員企画のイベントやゲームも計画していますので、ぜひ図書館に足を運んでみてください。

　６・７月は図書館ビンゴを開催し
ました！「世界の国を知ろう」とい
うことで、たくさんの国についての
本を借りてもらいました！ 友達同
士連れ立って、図
書館でビンゴを楽
しんでくれる人も
いました。

　図書委員には、カウンター係、イベント係、広報係、選書係、展示・
館内装飾係の５つの係があります。　
　今回は、その中から３つの係について紹介したいと思います。

　イベント係の仕事は皆さんに図書館へ来てもらうきっかけとな
るような企画を考えたり、図書館を季節に合わせて飾り付けたりす
ることです。今回行った企画は、ビンゴやすごろくでしたが、楽し
めたでしょうか。図書委員一同、皆さんが何に興味があるか考え、
一人でも多くの人が図書館へ立ち寄ってもらえるように頑張りま
した。 〈高校１年イベント係〉

　広報係は、図書委員から皆さんへお知らせしたいことを書くと
いう仕事をしています。新着図書案内やイベントのポスターはすべ
て広報係が作成しました。ここまで読むと書くのが苦手な人は入ら
ない方がいいと思うかもしれませんが、私も書くのは苦手です。で
も本が好きならそんなこと関係ないと私は思います。本が好きな人
はぜひ図書委員へ、図書館に来てください。 〈一貫１年広報係〉

　選書係とは名女の図書館にぴったりな本を選ぶ係です。私は名女
にぴったりな本を探すと聞いた時ちゃんと見つけられるか不安でし
た。でも選書係の先輩たちが優しく教えてくれたおかげで名女にぴっ
たりな本を選ぶことができました。そして、私の選んだ本がついに
購入されることになりました。とっても嬉しかったです。その本のあ
らすじを読んでポップをつくりました。そのポップを少しでも読んで
その本を借りてくれたら嬉しいなと思いました。 〈一貫１年選書係〉

　図書館にはたくさんの新着図書が入ります。新着図書は綺麗で、面白
い本や良い本がたくさんあります。図書館には難しい本しかないわけで
はありません。映画やドラマなどで話題になった本や、アニメ小説、マン
ガで学ぶ本など、気軽に読める本がたくさんあります。もちろん、教科
書に出てくるような作品もあるので、授業で興味を持った人は、手に取っ
てみるとよいと思います。名女のみなさん、ぜひ読書をしてください！

平成30年前期の図書委員の活動を紹介します。 展示・館内装飾係で
かわいい POPを
作りました！

展示・館内装飾係のおすすめの本図書委員の仕事について紹介します！

紹介された本（著者） 請求記号
僕は上手にしゃべれない（椎野直弥） 913/Ｓ
ラプラスの魔女（東野圭吾） 913/H
アーサー王物語（特定の作者なし） 933/M/1 ほか
女子校育ち（辛酸なめ子） 080/C/156
春琴抄（谷崎潤一郎） 9/T
マスカレード・ホテル（東野圭吾） 913/H
看護師になるには（川嶋みどり） 366/N/13
世界から猫が消えたなら（川村元気） 913/Ｋ
君の膵臓をたべたい（住野よる） 913/Ｓ
ワンダー（R.J. パラシオ） 933/Ｐ

図書委員選書

タイトル（著者） 請求記号
❶私はすでに死んでいる

（アニル・アナンサスワーミー）
493/A

❷罪人が祈るとき（小林由香） 913/Ｋ
❸さよなら、わるい夢たち（森 晶麿） 913/M
❹世界を変えた50人の女性科学者たち

（レイチェル・イグノトフスキー）
402/I

❺祈りのカルテ（知念実希人） 913/T
❻青くて痛くて脆い（住野よる） 913/Ｓ
❼アリクイにおまかせ（竹下文子） 913/T
❽世界の名言大事典（弓狩匡純） 159/Y

選書係が選ぶ名女のみなさんにぜひ読んでもらいたい本のリストです！

　今年度より、もっと気軽に本のことを紹介しあえる場所を！ということで、
ミニ読書会を始めました！ 30分～１時間ほどの時間ですが、本を紹介したり、
おすすめの本を聞いてみたり。また、先輩後輩の交流の場でもあります。少し
覗いてみませんか？

ミニ読書会
アットホームに本のことを話し合える場所はいかがですか？

　前期に行われた図書館ビンゴや図書館すごろくの
ような楽しいイベントを企画しています！イベント
の告知＆詳細は図書館通信・掲示板のポスター・図
書館掲示板などでお知らせします。
　新しいイベントを楽しみにしていてくださいね！

イ ベ ン ト 係 よ り 後 期 の 活 動 予 定 ※予定が変更される場合もあります。その場合はポスター等でお知らせいたします。

図書委員企画のイベント 第４回�名女読書会

11/28水15：10～
12/14金15：10～
1/24木15：10～
2/26火15：10～

ミニ読書会スケジュール

タイトル（著者） 請求記号
❶告白（湊 かなえ） 9/M
❷ハイスクール・ミュージカル

（N.B. グレース） 9/G

❸青空エール（下川香苗） 9/Ｓ
❹水族館ガール

（木宮条太郎） 9/M/1

❺小説映画ちはやふる 
上の句（時海結以） 913/T/1

❻不祥事（池井戸 潤） 9/I
❼コンビニたそがれ堂

（村山早紀） 9/M

❽眠れる森の美女
（シャルル・ペロー） 9/Ｐ

★図書館ビンゴ ★図書館すごろく
　９月には、さいころをふって出た目
の数を進んでゴールを目指す、すごろ
くイベントを実施しました。各マスの
ミッションはイベント係で頑張って考
えました。参加者はみんな楽しそうに
さいころを振ってくれました♪

　年に１回の名女読書会が年度末に開催
されます。どなたでも大歓迎です！
　他の人に読んでほしいと思うオススメの本を知って
いる人、面白い本に出会いたい人、自分を変えてくれ
た本の話を語りたい人、参加お待ちしています！

図書委員企画イベント

❶

❶

❷

❸

❹
❺ ❻

❼

❽

❻ ❽

❹

3/13水
15：10～

将来のこと
みんなに
聞いちゃった！


