
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）

　　③体験談（「体験談」「夢をつかんだ先輩からのメッセージ」など） 【請求記号　ＫＳ　タ～】

No. 　書　名 　著者名 　出版者 出版年 資料コード

1 旭山動物園のつくり方 原子　禅／文 柏艪舎 2005 KS ﾀ480.7 はら ハ 170012882T

2 明日は、どうしてくるの？ 栗田　亘／著 講談社 2013 KS ﾀ159.7 くり メ 180249415Y

3 アーティストになれる人、なれない人 宮島　達男／編 マガジンハウス 2013 KS ﾀ702.1 みや メ 180231554T

4 アニメプロデューサーになろう！ 福原　慶匡／著 星海社 2018 KS ﾀ778.7 ふく ラ 180334566-

5
１日５００円生活のバックパッカーが年商１０億円の社長に
なれた理由

二谷　誠／著 エベイユ 2013 KS ﾀ289.1 にた メ 180232393V

6 挑み続ける力
ＮＨＫ「プロフェッショナル」制作
班／著

ＮＨＫ出版 2016 KS ﾀ366.2 につ ユ 180302261N

7 妹たちへ 日経ウーマン／編 日本経済新聞社 2005 KS ﾀ280.1 につ ハ 1700103840

8 妹たちへ　２ 日経ＷＯＭＡＮ／編 日経ＢＰ社 2010 KS ﾀ280.1 につ ハ 180170982-

9 宇宙少年 野口　聡一／著 講談社 2011 KS ﾀ289.1 のぐ メ 180249420U

10 宇宙飛行士になる勉強法 山崎　直子／著 中央公論新社 2012 KS ﾀ538.9 やま ム 180216355V

11 宇宙を仕事にしよう！ 村沢　譲／著 河出書房新社 2016 KS ﾀ538.9 むら ユ 180313484W

12 ＮＰＯで働く 工藤　啓／著 東洋経済新報社 2011 KS ﾀ367.6 くど ミ 180194605Y

13 絵本作家という仕事 講談社／編 講談社 2016 KS ﾀ726.6 こう ユ 1802997520

14 おなやみジュース 令丈　ヒロ子／著 講談社 2009 KS ﾀ910.2 れい 180249424Y

15 書く仕事入門 雷鳥社 2008 KS ﾀ021.3 へん ヘ 1801128981

16 風に吹かれて豆腐屋ジョニー 伊藤　信吾／著 講談社 2006 KS ﾀ619.6 いと ヒ 180027610P

17 片山正通教授の「遊ぶ」ように「仕事」をしよう 片山　正通／著 マガジンハウス 2015 KS ﾀ281.0 かた ヤ 180279031V

18 楽器づくりの匠たち 「楽器の匠」編集委員会／著
ヤマハミュージックメ
ディア

2004 KS ﾀ582.7 もく ノ 1304034588

19 学校では教えない商売・お金・運開き 俊成　正樹／著 中経出版 2009 KS ﾀ763.9 とし ホ 180145836-
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No. 　書　名 　著者名 　出版者 出版年 資料コード

20 看護師という生き方 宮子　あずさ／著 筑摩書房 2013 KS ﾀ498.1 みや メ 180229857%

21 奇跡のモノづくり 江上　剛／著 幻冬舎 2011 KS ﾀ509.2 えが ミ 180157823Z

22 逆転の仕事論 堀江　貴文／著 双葉社 2015 KS ﾀ159.4 ほり メ 1802838951

23 ９９人の小さな転機のつくりかた 『ビッグイシュー日本版』編集部／編 大和書房 2010 KS ﾀ280.1 びつ マ 180155291W

24 境界をこえる 安藤　忠雄／著 講談社 2012 KS ﾀ523.1 あん メ  180249418．

25 教師のしごと 佐藤　隆／編　 旬報社 2012 KS ﾀ374.3 さと ミ  180204778．

26 近大はマグロだけじゃない！ 西堂　行人／編 論創社 2016 KS ﾀ377.2 にし ヤ 180294336-

27 クリエイティブのつかいかた 西澤　明洋／著 日経ＢＰ社 2016 KS ﾀ675.3 にし ユ 180302543Q

28 ゲームはこうしてできている 岸本　好弘／著
ソフトバンククリエイ
ティブ

2013 KS ﾀ589.7 きし メ 1802299161

29 研究するって面白い！ 伊藤　由佳理／編著 岩波書店 2016 KS ﾀ402.1 いと ユ 180313486Y

30 建築の仕事につきたい！ 広瀬　みずき／著 中経出版 2011 KS ﾀ520.7 ひろ マ 180156207U

31 現場女子 遠藤　功／著 日本経済新聞出版社 2012 KS ﾀ336.2 えん ム 180241806U

32 高校生レストラン、本日も満席。 村林　新吾／著 伊勢新聞社 2008 KS ﾀ673.5 むら  880043446．

33 高卒でもコンサルタント 橋本　健志／著 同友館 2013 KS ﾀ335.3 はし メ 180232395X

34 五感で学べ 川上　康介／著 オレンジページ 2011 KS ﾀ620.7 かわ メ  180229951．

35 心が喜ぶ働き方を見つけよう 立花　貴／著 大和書房 2012 KS ﾀ289.1 たち ム 080068112Q

36 この人がかっこいい！この仕事がおもしろい！ キャリナビ／編 日経ＢＰ社 2003 KS ﾀ366.2 きや 0303017592

37 ゴリラは語る 山極　寿一／著 講談社 2012 KS ﾀ489.9 やま メ 1802494191

38 死にゆく子どもを救え 吉岡　秀人／著
冨山房インター
ナショナル

2009 KS ﾀ498.0 よし ホ 180146228W

39 社会的課題に挑戦する若き起業家たち
関西中小企業研究所／編
小松　史朗／編

晃洋書房 2017 KS ﾀ335.8 かん ヨ 180326290V
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40 １５歳の日本語上達法 金田一　秀穂／著 講談社 2010 KS ﾀ810.5 きん メ 180249416Z

41 「就職率１００％」工業高校の秘密 久保田　憲司／著 ＰＨＰ研究所 2011 KS ﾀ376.4 くぼ ミ 180156486$

42 十万分の一秒の永遠 立松　和平／著 アートン 2006 KS ﾀ740.2 たて ヘ 180111653Q

43 「将来」のヒント 茂木　健一郎／〔ほか述〕 東洋館出版社 2008 KS ﾀ370.4 もぎ ヘ 180105648X

44 職人力！ 鎧塚　俊彦／著 朝日新聞出版 2011 KS ﾀ588.3 よろ ミ 180198626+

45 職人技を見て歩く 林　光／著 光文社 2002 KS ﾀ501.2 はや ヌ 1302206727

46 人生を面白くする！仕事ハッケン術 宋　文洲／著 主婦と生活社 2012 KS ﾀ366.5 そう 6800549571

47 新幹線ガール 徳淵　真利子／著 メディアファクトリー 2007 KS ﾀ686.3 とく フ 180041487X

48 好きこそ仕事の原点です 村田　裕子／著 筒井書房 2007 KS ﾀ366.2 むら フ 180062084T ＊

49 スティーブ・ジョブズ最後の言葉 国際文化研究室／編 ゴマブックス 2016 KS ﾀ335.1 こく ヤ 1802955861

50 清掃はやさしさ 新津　春子／著 ポプラ社 2016 KS ﾀ673.9 にい ヨ 180320525Q

51 青年よ理学をめざせ 馬場　錬成／著 東京書籍 2013 KS ﾀ377.2 ばば メ 180227286-

52 声優になる！
橋本　崇宏／著
柳谷　杞一郎／著

雷鳥社 2008 KS ﾀ771.7 はし ヘ 180124157T ＊

53 世界一の庭師の仕事術 石原　和幸／著 ＷＡＶＥ出版 2009 KS ﾀ289.1 いし ホ 180143455V

54 世界へ挑む君たちへ 關谷　武司／編著 関西学院大学 2016 KS ﾀ377.2 せき ヤ 1802956431

55 世界を照らす僕たちの手作り太陽電池パネル
山形県立東根工業高等学校ものづく
り委員会／編

国際開発ジャーナル社 2014 KS ﾀ543.8 やま モ 1802538921

56 戦場カメラマンの仕事術 渡部　陽一／著 光文社 2016 KS ﾀ740.2 わた ユ 180295912.

57 前進力 三国　清三／著 講談社 2009 KS ﾀ289.1 みく メ 180249417-

58 地域を変える高校生たち
宮下　与兵衛／編
宮下　与兵衛／〔ほか著〕

かもがわ出版 2014 KS ﾀ376.4 みや モ 180254154U

59
地方在住、半ニートのド素人が作った日本国憲法のｉＰｈｏ
ｎｅアプリがＡｐｐＳｔｏｒｅビジネスカテゴリで１位を
取ってしまった！

佐々木　隆晃／著 自由国民社 2013 KS ﾀ694.6 ささ メ 180231557W

60 中学生ベンのｅ起業奮闘記 ベン・カスノーカ／著 一灯舎 2008 KS ﾀ335.5 かす へ 180112870S
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61 調理師という人生を目指す君に 上神田　梅雄／著
ダイヤモンド・ビジネ
ス企画

2013 KS ﾀ596.0 かみ メ 180228302Q

62 勤めないという生き方 森　健／著 メディアファクトリー 2011 KS ﾀ366.2 もり ミ 180156724Ｙ

63 ディープピープル　青
ＮＨＫ「ディープピープル」制作班
／編

講談社 2011 KS ﾀ366.2 につ ミ 180156693$ ＊

64 ディープピープル　赤
ＮＨＫ「ディープピープル」制作班
／編

講談社 2011 KS ﾀ366.2 につ ミ 180156694/ ＊

65 デザインの仕事 寄藤　文平／著 講談社 2017 KS ﾀ727 より ヨ 180325941X

66 テトラポッドに花束を 和佐　大輔／著 幻冬舎 2013 KS ﾀ670 わさ ム 180229804Y

67 天職の見つけ方 キャリナビ編集部／著 新潮社 2004 KS ﾀ366.2 きや フ 180070172Q

68 東大生に最も向かない職業 春風亭　昇吉／著 祥伝社 2013 KS ﾀ779.1 しゆ メ 180227206S

69 東大を卒業した僕がパチンコ屋に就職した理由 パック・エックス／編著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 KS ﾀ673.9 ぱつ モ 180262336V

70 長く働いてきた人の言葉 北尾　トロ／著 飛鳥新社 2013 KS ﾀ366.2 きた メ 180223048S

71
新潟のおせんべい屋さんが東京の女子中学生にヒット商品づ
くりを頼んだらとんでもないことが起こった！？

ＲＯＣＫＧＩＲＬＳ／編著 かんき出版 2012 KS ﾀ675.3 ろつ ム 180214585Y

72 農家の夢 日本ドリームプロジェクト／編 いろは出版 2011 KS ﾀ611.9 にほ ミ 180182624W

73 野口さん、宇宙ってどんなにおいですか？
野口　聡一／著
大江麻理子／著

朝日新聞出版 2012 KS ﾀ538.5 のぐ 　 480071475-

74 ノマドワーカーという生き方 立花　岳志／著 東洋経済新報社 2012 KS ﾀ547.4 たち ム 180211314L

75 乗り越える力 荒川　静香／著 講談社 2011 KS ﾀ784.6 あら メ 180249429$

76 走りながら考える 為末　大／著 ダイヤモンド社 2012 KS ﾀ097.6 ため ム 180241532Q

77 働きだして見つけた夢 日本ドリームプロジェクト／編 いろは出版 2009 KS ﾀ366.2 いろ ヤ 1802906931

78 「働く」の教科書 全日本手をつなぐ育成会／編集 中央法規出版 2013 KS ﾀ366.2 ぜん モ 180250406Q

79 働く人の夢 日本ドリームプロジェクト／編 いろは出版 2008 KS ﾀ366.2 にほ ヘ 180086349$

80 働く理由 戸田　智弘／〔著〕
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

2007 KS ﾀ366.0 とだ へ 180106533T ＊

81 働く理由　続 戸田　智弘／〔著〕
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

2008 KS ﾀ366.0 とだ へ 180127768/ ＊
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82 葉っぱで２億円稼ぐおばあちゃんたち ビーパル地域活性化総合研究所／編 小学館 2008 KS ﾀ601.1 びー フ 180072591X

83 ハングリーであれ、愚かであれ。 竹内　一正／著 朝日新聞出版 2011 KS ﾀ335.1 たけ ミ 180195072X

84 「パン屋」はじめました。
ポイズン・エディター
ズ

2006 KS ﾀ588.3 ぱん フ 180041842S ＊

85 ふむふむ 三浦　しをん／〔著〕 新潮社 2011 KS ﾀ366.2 みう ミ 180187033V

86 ひとり 吉本　隆明／著 講談社 2010 KS ﾀ910.2 よし 180249430V

87 ひとり遊びのススメ 茂木　健一郎／著 講談社 2010 KS ﾀ289.1 もぎ メ 180249426-

88 「フラフラ」のすすめ 益川　敏英／著 講談社 2009 KS ﾀ289.1 ます メ 180249431W

89 プロフェッショナル仕事の流儀　２００８－２００９
ＮＨＫ「プロフェッショナル」制作
班／編

ポプラ社 2010 KS ﾀ366.2 につ マ 180150575W

90 プロフェッショナル仕事の流儀　〔１７〕
ＮＨＫ「プロフェッショナル」制作
班／編

ＮＨＫ出版 2008 KS ﾀ366.2 もぎ ヒ  180072388． ＊

91 プロフェッショナル仕事の流儀　〔２２〕
ＮＨＫ「プロフェッショナル」制作
班／編

ＮＨＫ出版 2008 KS ﾀ366.2 もぎ ヒ 1801072050 ＊

92 プロ力－仕事の肖像 ＡＥＲＡ編集部／編 朝日新聞出版 2009 KS ﾀ281.0 あさ ホ 180132148S ＊

93 プロ論。〔１〕 Ｂ-ｉｎｇ編集部／編 徳間書店 2004 KS ﾀ159.4 りく ノ 170003287S ＊

94 プロ論。２ Ｂ-ｉｎｇ編集部／編 徳間書店 2005 KS ﾀ159.4 りく ノ 180023852T ＊

95 プロ論。３ Ｂ-ｉｎｇ編集部／編 徳間書店 2006 KS ﾀ159.4 りく ノ 180040621M ＊

96 ペンギンの教え 小菅　正夫／著 講談社 2009 KS ﾀ289.1 こす メ  180249427．

97 邦楽器づくりの匠たち 奈良部　和美／聞き手
ヤマハミュージックメ
ディア

2004 KS ﾀ768.1 なら ノ 1304043133

98 僕らが部活で手に入れたもの
高畑　好秀／著
岩政　大樹／〔ほか述〕

スタジオタッククリエ
イティブ

2014 KS ﾀ780.2 たか メ 180238806-

99 ぼくらのリノベーションまちづくり 嶋田　洋平／著 日経ＢＰ社 2015 KS ﾀ518.8 しま ヤ 180277141V

100 星の声に、耳をすませて 林　完次／著 講談社 2013 KS ﾀ440.5 はや メ 180249425Z

101 マイクロモノづくりはじめよう
三木　康司／著
宇都宮　茂／著

テン・ブックス 2013 KS ﾀ509.5 みき メ 8800855483
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102 マイナスな人生でもプラスになれる生き方 かさこ／著 共栄書房 2015 KS ﾀ366.2 かさ ヤ 180277140U

103 前へ！前へ！前へ！ 税所　篤快／著 木楽舎 2011 KS ﾀ335.8 さい ミ 180156775/

104 道しるべ 瀬戸内　寂聴／著 講談社 2012 KS ﾀ910.2 せと 180249414X

105 道は必ずどこかに続く 日野原　重明／著 講談社 2009 KS ﾀ289.1 ひの メ 180249421V

106 未来をかえるイチロー２６２のNextメッセージ イチロー／〔述〕 ぴあ 2008 KS ﾀ783.7 いち フ 180070971X ＊

107 みんなの論語塾 安岡　定子／著 講談社 2010 KS ﾀ123.8 やす メ 1802494281

108 森をつくる Ｃ．Ｗニコル／著 講談社 2013 KS ﾀ930.2 にこ 1802389873

109 ユージ　ザ・クライマー 羽根田　治／著 山と渓谷社 2004 KS ﾀ786.1 はね ヘ 180120767W

110 ユメ、キボウ、ミライ ＣＤ＆ＤＬでーた編集部／編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016 KS ﾀ764.7 かど ユ 1802965772

111 夢で食えると思うなよ 矢口　由紀子／構成・文 理論社 2012 KS ﾀ772.1 やぐ ム 180209058X

112 夢と希望の人生学 佐藤　剛史／著 現代書林 2012 KS ﾀ159.5 さと ム 180244852Y

113 夢をあきらめなければ宇宙にだって行ける 星出　彰彦／著 すばる舎リンケージ 2014 KS ﾀ538.9 ほし モ 180250211K

114 夢をかなえる。 澤　穂希／著 徳間書店 2011 KS ﾀ783.4 さわ ミ 180203947Y

115 夢をチカラに想いをカタチに
愛知淑徳大学学生プロジェクトチー
ム／編著

ＰＩＬＡＲ　ＰＲＥＳ
Ｓ

2015 KS ﾀ377.9 あい ヤ 180273710T

116 夢をつかむイチロー２６２のメッセージ イチロー／〔述〕 ぴあ 2005 KS ﾀ783.7 いち ハ 170011873S

117 夢をつなぐ 山崎　直子／著 角川書店 2010 KS ﾀ538.9 やま マ 180170807W ＊

118 落語が教えてくれること 柳家　花緑／著 講談社 2011 KS ﾀ779.1 やな メ 180249422W

119 レスキュー最前線 長野県警察山岳遭難救助隊／編 山と渓谷社 2011 KS ﾀ786.1 なが ミ 180158350V

120 レストラン・パティシエールの働き方 中村　樹里子／著 誠文堂新光社 2016 KS ﾀ588.3 なか ヤ 180292300P

121 劣等生の東大合格体験記 石黒　達昌／著 講談社 2010 KS ﾀ910.2 いし 180249423X
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122 わたし、住職になりました 三浦　明利／著 アスペクト 2012 KS ﾀ188.7 みう マ 180200849W

123 私には山がある 田部井　淳子／著 ＰＨＰ研究所 2015 KS ﾀ786.1 たべ ヤ 180278760$

124 わたしらしく働く！ 服部　みれい／著 マガジンハウス 2016 KS ﾀ289.1 はつ ユ 180297086+
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