
高校生のための職業ハッケン!!コーナー　～きみの未来はここにある～　図書リスト（平成25年度～平成30年度）

　　①心構え（「働くって何だろう？」「仕事について」「就職について」「社会について」など） 【請求記号　ＫＳ　コ～】

No. 　　書　名 　　著者名 　出版者 出版年 資料コード

1 新しい地図の見つけ方 宇野　常寛／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016 KS ｺ159.7 うの ユ 180304972Y

2 あたらしい働く理由をみつけよう 日本ドリームプロジェクト／編 いろは出版 2014 KS ｺ366.2 にほ モ 180253890-

3 あなたのキャリアのつくり方 浦坂　純子／著 筑摩書房 2017 KS ｺ335.8 うら ヨ 180318905Z

4 あなたの適職が９０分でわかる魔法の質問５０ 滝本　新／著 同文舘出版 2005 KS ｺ366.2 たき ハ 580014021L ＊

5 あなたの天職がわかる１６の性格
ポール・Ｄ．ティーガー／著
バーバラ・バロン／著

主婦の友社 2008 KS ｺ366.2 てい へ 4800408594

6 一生の仕事が見つかるディズニーの教え 大住　力／著 日経ＢＰ社 2012 KS ｺ369.4 おお ム 180243541S ＊

7 Ｅｎｊｏｂ！働くを楽しもう！ 吉田　弥生／〔ほか著〕
クロスメディア・
マーケティング

2015 KS ｺ377.9 よし ヤ 180286202T

8 大人はどうして働くの？
宮本　恵理子／編・著
天野　篤／〔ほか著〕

日経ＢＰ社 2014 KS ｺ366　 みや モ 180257682$

9 会社のことよくわからないまま社会人になった人へ 池上　彰／著 海竜社 2014 KS ｺ335.4 いけ メ 180237594$

10 科学者の卵たちに贈る言葉 笠井　献一／著 岩波書店 2013 KS ｺ407  かさ メ 180225572W

11 がんばりすぎない起業のための教科書 日経トップリーダー／編 日経ＢＰ社 2014 KS ｺ335　 につ モ 1802582391

12 きみたちはどう迷うか 酒井　穣／著 大和書房 2012 KS ｺ159.4 さか ヤ 180273357-

13 君の眠っている力を引き出す３５の言葉 小出　義雄／著 すばる舎 2012 KS ｺ782.3 こい ム  780062059．

14 きみはなぜ働くか。 渡邉　美樹／著 日本経済新聞社 2006 KS ｺ159.3 わた ヒ 180045701Q ＊

15 経済のことよくわからないまま社会人になった人へ 第４版 池上　彰／著 海竜社 2019 KS ｺ330 いけ ラ 1803473890

16 高校生と考える世界とつながる生き方 桐光学園中学校・高等学校／編 左右社 2016 KS ｺ041.0 とう ユ 180302544R

17 高校生の夢　　 日本ドリームプロジェクト／編 いろは出版 2007 KS ｺ376.4 にほ モ 180250019Q

18 国際社会で働く　 嘉治　美佐子／著 ＮＴＴ出版 2014 KS ｺ329.3 かじ モ 1802617941

19 子どもにきちんと教えたい社会のしくみがわかる本 イデア・ビレッジ／著 メイツ出版 2003 KS ｺ304.3 いで ネ 1303060247 ＊

請求記号
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No. 　　書　名 　　著者名 　出版者 出版年 資料コード

20 ５年後働く自分の姿が見えますか？ 岩瀬　大輔／〔著〕 角川書店 2013 KS ｺ159.4 いわ メ 180249165-

21 「このままでいいのか」と迷う君の明日を変える働き方 金井　壽宏／著 日本実業出版社 2014 KS ｺ159.4 かな ヤ 180282805Y

22 これから働き始める君たちへ 産経新聞社／編著 産経新聞社 2012 KS ｺ159.4 さん ム 180207534U

23 最高の自分の見つけ方 中島　孝志／著 マガジンハウス 2009 KS ｺ159.1 なか メ 180234095W

24 幸せな人は「お金」と「働く」を知っている 新井　和宏／著 イースト・プレス 2017 KS ｺ159.2 あら ヨ 180322447V

25 ＣＥＯから高校生への９６通の手紙 ダグラス・バリー／著
ディスカバー・
トゥエンティワン

2005 KS ｺ335.1 ばり ハ 180023388X

26 仕事がしたい！発達障害がある人の「就労相談」 梅永　雄二／編著 明石書店 2010 KS ｺ366.2 うめ ホ 180149931-

27
知っておきたい！働くときのルールと権利（なるにはBOOKS
別巻）

籏智　優子／著 ぺりかん社 2010 KS ｺ366.1 はた マ 180168924$

28 「じぶん設計図」で人生を思いのままにデザインする。 竹内　義晴／著 秀和システム 2014 KS ｺ159.8 たけ モ 1802669784

29 「自分らしさ」って何だろう　　 佐々木　宏／著 国土社 2009 KS ｺ159.7 ささ モ 180250021J

30 社会派ちきりんの世界を歩いて考えよう！ ちきりん／著 大和書房 2012 KS ｺ290.9 ちき ム 180211247Q

31 就活ストーリー会社選びのうそとほんと 就活満足度向上委員会／編 中央経済社 2017.2 KS ｺ377.9 しゆ ユ 180311382R

32 就職がこわい 香山　リカ／著 講談社 2004 KS ｺ371.4 かや ノ 1304040233

33 就職とは何か 森岡　孝二／著 岩波書店 2011 KS ｺ366.2 もりS 180198670/

34 １５歳からの労働組合入門 東海林　智／著 毎日新聞社 2013 KS ｺ366.0 とう メ 180233280R

35 １５歳のワークルール 道幸　哲也／著 旬報社 2007 KS ｺ366.3 どう 480017794/

36 １８歳から考えるワークルール
通幸　哲也／編
加藤　智幸／編

法律文化社 2012 KS ｺ366.1 どう ム 180206987+

37 １８きっぷ 朝日新聞社／著 朝日新聞出版 2015 KS ｺ371.4 あさ ヤ 1802859471

38 １４歳からの仕事道 玄田　有史／著 イースト・プレス 2011 KS ｺ366.2 げん ミ 5800785381

39 進路に悩んだら読む１６歳からの「孫子」 饗庭　悟／著 彩流社 2014 KS ｺ399.2 あえ モ 180257584/

40 好きなことが天職になる心理学 中越　裕史／著 ＰＨＰ研究所 2016 KS ｺ159.4 なか ユ 180297003U
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41 それでも仕事は「好き！」で選べ 田中　和彦／著
ナナ・コーポレート・
コミュニケーション

2009 KS ｺ366.2 たな ホ 680034742Y

42 タレントだった僕が芸能界で教わった社会人として大切なこと 飯塚　和秀／著 こう書房 2012 KS ｺ770.9 いい ム 180214195W

43 中高校生の成功哲学 森田　浩一／著 南々社 2010 KS ｺ091.5 もり マ 180141840R

44 哲学はじめの一歩　働く 立正大学文学部哲学科／編 春風社 2017 KS ｺ104 りつ ヨ 180322529W

45 Ｔｅｈｕくん先生の世界にひとつだけの授業　 うえみ　あゆみ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 KS ｺ159.5 うえ モ 180250212L

46 「天職」がわかる心理学 中越　裕史／著 ＰＨＰ研究所 2011 KS ｺ159.4 なか モ 180250022K

47 ドリルを売るには穴を売れ 佐藤　義典／著 青春出版社 2007.1 KS ｺ675.5 さと ユ 180307719-

48 なぜあの人は楽しそうに働くのか 中越　裕史／著 大和書房 2009 KS ｺ159.4 なか モ 180250023L

49 ２０代の働く君に贈るたいせつなこと 松本　望太郎／編 学研パブリッシング2010 KS ｺ366.2 まつ マ 180180136S

50
日本を飛び出して世界で見つけた僕らが本当にやりたかったこ
と

森　美知典／著 実務教育出版 2017 KS ｺ281.0 もり ヨ 180323760U

51 働き方 稲盛　和夫／著 三笠書房 2009 KS ｺ159.4 いな ホ 180143812S ＊

52 「働きたくない」というあなたへ 山田　ズーニー／著 河出書房新社 2016 KS ｺ377.9 やま 180305018Q

53 働く。 日野原　重明／著
冨山房インターナ
ショナル

2010 KS ｺ159.7 ひの マ 180167710V

54 働く君に伝えたいこと 岩田　松雄／著 フォレスト出版 2014 KS ｺ159.4 いわ メ 180249745/

55 働くこと、生きること 立石　泰則／著 草思社 2006 KS ｺ366.0 たて ハ 180025155R ＊

56 「働くこと」を企業と大人にたずねたい 中澤　二朗／著 東洋経済新報社 2011 KS ｺ159.4 なか メ 180229956%

57 「働く」ために必要なこと 品川　裕香／著 筑摩書房 2013 KS ｺ366.2 しな メ 180223232N

58 働くということ 黒井　千次／著 講談社 1982 KS ｺ366.5 ＫＵ７３ ウ 4383117713

59 「働く」を考える（なるにはBOOKS　別巻）
梅澤　正／著
脇坂　敦史／著

ぺりかん社 2003 KS ｺ366.2 うめ ネ 1303046694

60 “働く”を学ぼう 同志社大学社会学部産業関係学科／編 人文書院 2011 KS ｺ366.0 どう ミ 180183019V

61 発動せよ！変人（かぶきもの）感性 小阪　裕司／著 ぼくら社 2014 KS ｺ159.5 こさ メ 180236769%
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62 福祉の仕事に就く人に、絶対に読んでほしい５５の言葉 阿部　美樹雄／著 大揚社 2011 KS ｺ369.1 あべ メ 1802299521

63 福祉の世界で働く君へ贈る 第一法規／編集 第一法規 2016 KS ｺ369.0 だい ユ 1802989947

64 フツーを生きぬく進路術 新しい生き方基準をつくる会／著 青木書店 2005 KS ｺ376.8 あた ユ 180308411Q

65 フリーター・ニートになる前に読む本 鳥居　徹也／著 三笠書房 2005 KS ｺ366.8 とり ハ 170011729S

66 ぼくの人生はだれのもの？ 本田　直之／著 ぼくら社 2014 KS ｺ159.7 ほん メ 180235702S

67 マルクスで読み解く労働とはなにか資本とはなにか 宮川　彰／著 ほっとブックス新栄2010 KS ｺ331.6 みや マ 180175198/

68 まんがで変わる仕事は楽しいかね？ デイル・ドーテン／原作 きこ書房 2016 KS ｺ159.4 どー ヤ 180295591/

69 みんな、どんなふうに働いて生きてゆくの？ 西村　佳哲／著 弘文堂 2010 KS ｺ366.0 にし 980050911X

70 夢があふれる社会に希望はあるか 児美川　孝一郎／著 ベストセラーズ 2016 KS ｺ375.6 こみ ユ 1802967875

71 夢を持ってはいけません 佐々木　宏／著 国土社 2009 KS ｺ159.7 ささ ユ 180303362Q

72 理工系学生のためのキャリアガイド 米国科学アカデミー／〔ほか著〕 化学同人 2002 KS ｺ377.9 あめ ヒ 180036931V ＊

73 若者はなぜ「就職」できなくなったのか？ 児美川　孝一郎／著 日本図書センター 2011 KS ｺ377.9 こみ ム 480071063T

74 私たちはなんのために働くのか 諸富　祥彦／著
日本能率協会マネ
ジメントセンター

2013 KS ｺ159.4 もろ メ 180231551Q

75 私は自分の仕事が大好き 鴨頭　嘉人／〔編〕著 かも出版 2016 KS ｺ366.2 かも ユ 180308510Q

76 私は自分の仕事が大好き　２ 鴨頭　嘉人／〔編〕著 かも出版 2017 KS ｺ366.2 かも ユ－２ 180328776%

77 私は自分の仕事が大好き　３ 鴨頭　嘉人／〔編〕著 かも出版 2018 KS ｺ366.2 かも ユ－３ 180344352U
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