
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～令和元年度）

　　④ガイド（「いろいろな職業の紹介」「仕事の現場について」「その職業に就くには」など） 【請求記号　ＫＳ　ガ～】

No. 　書　名 　著者名 出版者 出版年 資料コード

1 あしたから出版社 島田　潤一郎／著 晶文社 2014 KS ｶﾞ023.5 しま モ  180257257．

2 アップルのデザイン 日経デザイン／編 日経ＢＰ社 2012 KS ｶﾞ007.3 につ ム 7800608691

3 アナウンサー就活本 金谷　有希子／著
カナリアコミュニ
ケーションズ

2019 KS ｶﾞ699.3 かな リ 180362281V

4 ＡＮＡの本。 誠文堂新光社／編 誠文堂新光社 2016 KS ｶﾞ687.0 せい ユ 180297077+

5 あなたは何で食べてますか？ 有北　雅彦／著
太郎次郎社エディ
タス

2019 KS ｶﾞ366.2 あり リ 180357172Y

6 アニメーターの仕事がわかる本 西位　輝実／著 玄光社 2019 KS ｶﾞ778.7 にし リ 180363303R

7 アニメを仕事に！ 舛本　和也／著 星海社 2014 KS ｶﾞ778.7 ます モ 180254157X

8 生き物と向き合う仕事 田向　健一／著 筑摩書房 2016 KS ｶﾞ649.5 たむ ユ 1802973621

9 医師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所／編著 保育社 2014 KS ｶﾞ498.1 うい モ 180266980/

10
医者のしごと
（１５歳からの「仕事」の教科書　１）

福井　次矢／著 丸善 2008 KS ｶﾞ498.1 ふく マ 180179754%

11 １着のスーツに情熱をこめて
奈良　裕己／絵
もちつき　かつみ／絵

学研パブリッシン
グ

2014 KS ｶﾞ673.7 たち モ 180235183V

12 イラストを仕事にする。 フレア／著
エムディエヌコー
ポレーション

2014 KS ｶﾞ726.5 ふれ メ 180235703T

13 ウェディングプランナーになりたいきみへ　２ 河合　達明／著 幻冬舎 2019 KS ｶﾞ689.7 かわ リ 180352066V

14 宇宙女子 蒼竜社 2012 KS ｶﾞ366.2 うち ム 180201680Q

15 エアラインパイロットになる本　〔２０１９〕 阿施　光南／著 イカロス出版 2019 KS ｶﾞ538.0 あせ リ 180352816Y

16
栄養士・管理栄養士まるごとガイド
（まるごとガイドシリーズ　１１）

ミネルヴァ書房 2002 KS ｶﾞ498.1 えい フ 180056430R ＊

請求記号

ガイド―1



No. 　書　名 　著者名 出版者 出版年 資料コード

17 エンジニアになりたい君へ 森實　敏彦／著
幻冬舎メディアコ
ンサルティング

2017 KS ｶﾞ377.9 もり ヨ  180315982．

18
おもちゃ・ゲームの仕事なり方完全ガイド
（好きな仕事実現シリーズ）

学研 2004 KS ｶﾞ589.7 がつ ノ 1304053550

19 音楽療法士になろう！
加藤　博之／著
藤江　美香／著

青弓社 2007 KS ｶﾞ146.8 かと フ 880021721T ＊

20 女のシゴト道 大田垣　晴子／著 文芸春秋 2004 KS ｶﾞ336.2 おお ノ 1304028040 *

21 海外の高校＆大学へ行こう！　２０１８年度版 アルク 2017 KS ｶﾞ377.6 かい ヨ 1803187551

22 外交官の仕事がわかる本 法学書院編集部／編 法学書院 2015 KS ｶﾞ329.2 ほう ヤ  180275239．

23 外国語のおしごと
幻冬舎メディアコ
ンサルティング

2008 KS ｶﾞ336.2 がい ヘ 180124174S

24 介護福祉士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所／編著 保育社 2015 KS ｶﾞ369.1 うい ヤ 180275194.

25 介護福祉士まるごとガイド　第４版 ミネルヴァ書房 2016 KS ｶﾞ369.1 かい ユ 180309452W

26 海上保安大学校／海上保安学校　入学案内
海上保安大学校　海上保安学校　海上保安
庁／〔編〕

〔海上保安大学校
海上保安学校海上
保安庁〕

2015 KS ｶﾞ557.8 かい ヤ 180282427Y

27 海上保安大学校海上保安学校への道　平成２７年版 海上保安受験研究会／編 成山堂書店 2015 KS ｶﾞ557.8 かい ヤ 180282616Y

28 会社のしごと　１　売るしごと 松井　大助／著 ぺりかん社 2011 KS ｶﾞ366.2 まつ モ－１ 180268572$

29 会社のしごと　２　つくるしごと 松井　大助／著 ぺりかん社 2012 KS ｶﾞ366.2 まつ モ－２ 180268573/

30 会社のしごと　３　考えるしごと 松井　大助／著 ぺりかん社 2012 KS ｶﾞ366.2 まつ モ－３ 180268574+

31 会社のしごと　４　支えるしごと 松井　大助／著 ぺりかん社 2013 KS ｶﾞ366.2 まつ モ－４ 180268834/

32 会社のしごと　５　そろえるしごと 松井　大助／著 ぺりかん社 2013 KS ｶﾞ366.2 まつ モ－５ 180268835+

33 会社のしごと　６　取りまとめるしごと 松井　大助／著 ぺりかん社 2014 KS ｶﾞ366.2 まつ モ－６ 180268836%

34 科学者になる方法 科学技術振興機構プレスルーム／編 東京書籍 2005 KS ｶﾞ402.1 かが ノ 170002033G ＊

35 かっこいいぞ！職人本 かっこいいぞ！職人本製作委員会／著
クロスメディア・
パブリッシング

2015 KS ｶﾞ510.9 くろ ヤ 180285717$

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

36 看護師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所／編著 保育社 2014 KS ｶﾞ498.1 うい モ 1802669795

37 管理栄養士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所／編著 保育社 2015 KS ｶﾞ498.1 うい ヤ 180281107S

38 企業内社労士として生きる　　資格で輝く企業人 長澤　香織／著
ＴＡＣ株式会社出
版事業部

2013 KS ｶﾞ364.3 なが メ 180231549X

39 起業のリアル　　田原総一朗×若手起業家 田原　総一朗／著 プレジデント社 2014 KS ｶﾞ335.2 たは モ 180257256-

40 義肢装具士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所／編著 保育社 2018 KS ｶﾞ498.1 うい ラ 180341438W

41
義肢装具士まるごとガイド
（まるごとガイドシリーズ　１８）

ミネルヴァ書房 2005 KS が498.1 ぎし ハ 180022627S

42 記者・ライターの「お仕事」と「正体」がよ～くわかる本 秋山　謙一郎／著 秀和システム 2016 KS ｶﾞ070.1 あき ユ 180302319R

43 気象予報士 金子　大輔／著 新水社 2017 KS ｶﾞ451.2 かね ヨ 180322702P

44 キャラクターデザインの仕事 たかい　よしかず／著 大日本図書 2012 KS ｶﾞ726.1 たか ム 7800586933

45 救急救命士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所／編著 保育社 2015 KS ｶﾞ498.1 うい ヤ 180275192Z

46 金融業界の仕事図鑑 加藤　孝治／編著 中央経済社 2017 KS ｶﾞ338.5 かと ヨ 180321437T

47 クリニック・薬局で働く人たち 橋口　佐紀子／著 ぺりかん社 2016 KS ｶﾞ498.1 はし ユ 180308595$

48 車椅子インストラクターという仕事 岡野　善記／著 はる書房 2015 KS ｶﾞ369.1 おか ヤ 1802787594

49 警察官の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所／編著 保育社 2019 KS ｶﾞ317.7 うい リ 180356431V

50 言語聴覚士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所／編著 保育社 2018 KS ｶﾞ498.1 うい ラ 180338271X

51 建設業界ガイドブック　２０１６
建設産業人材確保
・育成推進協議会

2016 KS ｶﾞ520.9 けん ユ 180308063T ＊

52 現代美術キュレーターという仕事 難波　祐子／著 青弓社 2012 KS ｶﾞ706.9 なん ミ 180159088/

53 建築家っておもしろい 古谷　誠章／著 文屋 2014 KS ｶﾞ523.1 ふる モ 1802572581

54 航空整備士になる本 イカロス出版 2013 KS ｶﾞ538.2 こう メ 180228147X
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No. 　書　名 　著者名 出版者 出版年 資料コード

55 高校生の就職活動オールガイド　’２１年版 成美堂出版 2019 KS ｶﾞ366.2 こう リー２１ 180363004P

56 広告業界の仕事図鑑 宮嶋　和明／編著 中央経済社 2018 KS ｶﾞ674.4 みや ラ 180340014L

57 工場マニア！ 三推社出版部／編 三推社 2008 KS ｶﾞ509.2 さん ヘ 180106443R

58 公認会計士の仕事図鑑 高橋　知寿／編 中央経済社 2017 KS ｶﾞ336.9 たか ヨ 180321436S

59 公認心理師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所／編著 保育社 2019 KS ｶﾞ146.8 うい リ 180358683%

60 公務員の「お仕事」と「正体」がよ～くわかる本　第２版 秋山　謙一郎／著 秀和システム 2016 KS ｶﾞ317.3 あき ユ 180305304O

61 公務員の仕事なり方完全ガイド 学研／編著 学研 2004 KS ｶﾞ317.3 がく ノ 1304002853 ＊

62 国内エアライン客室乗務員になる本 月刊〈エアステージ〉編集部／編 イカロス出版 2013 KS ｶﾞ687.3 げつ メ 180229856+

63 国家公務員の仕事図鑑 公務員試験予備校ＥＹＥ／編 中央経済社 2019 KS ｶﾞ317.3 こう リ 180353177Z

64 子どもにかかわる仕事 汐見　稔幸／編 岩波書店 2011 KS ｶﾞ366.2 しお ミ 480066704Z

65 子どもをケアする仕事がしたい！ 斉藤　弘子／編・著 彩流社 2004 KS ｶﾞ366.2 さい ノ 1304072599 ＊

66 ごみ処理場・リサイクルセンターで働く人たち 漆原　次郎／著 ぺりかん社 2016 KS ｶﾞ518.5 うる ユ 180312805S

67
コンサルタントの「お仕事」と「正体」がよ～くわかる本
第２版

岩崎　剛幸／著 秀和システム 2016 KS ｶﾞ336 いわ ユ 180307419X

68 最新医療事務の仕事　　基本と仕組みがよくわかる本 西東社 2010 KS ｶﾞ498.1 いり マ 380049619/

69
最新医療事務のすべてがわかる本　仕事の実際と資格の取り
方をくわしく解説！　〔２０１９〕

日本文芸社 2019 KS ｶﾞ498.1 さい リ 180351400M

70 「在宅医療」で働く人の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所／編著 保育社 2018 KS ｶﾞ498.1 うい ラ 180342014N

71 作業療法士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所／編著 保育社 2016 KS ｶﾞ498.1 うい ユ 1803098091

72
作業療法士まるごとガイド
（まるごとガイドシリーズ　６）

ミネルヴァ書房 2013 KS ｶﾞ498.1 にほ メ 180229917$

73 産業カウンセラー 大野　萌子／著 新水社 2015 KS ｶﾞ498.8 おお ヤ 180275114T

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

74 自衛官という生き方 廣幡　賢一／〔著〕 イースト・プレス 2018 KS ｶﾞ396.2 ひろ ラ 180343604T

75 歯科医師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所／編著 保育社 2016 KS ｶﾞ498.1 うい ユ 180302835U

76 歯科衛生士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所／編著 保育社 2017 KS ｶﾞ498.1 うい ヨ 180323432Q

77 歯科技工のおもしろさ 日本歯科技工士会／編 口腔保健協会 2015 KS ｶﾞ498.1 にほ ヤ 180283107U

78 仕事・職業 ポプラ社 2007 KS ｶﾞ366.2 しよ 880039314-

79 仕事のカタログ　２０２０－２１年版 自由国民社 2019 KS ｶﾞ366.2 しご
リ－
20.21

180337295/

80 しごとのきほん大全 知的生活追跡班／編 青春出版社 2016 KS ｶﾞ336.5 ちて ユ 1802972451

81 しごとば　〔正〕 鈴木　のりたけ／作 ブロンズ新社 2009 KS ｶﾞ366.2 すず モ－１ 180250014L ＊

82 しごとば　続 鈴木　のりたけ／作 ブロンズ新社 2010 KS ｶﾞ366.2 すず モ－２ 180250015M ＊

83 しごとば　続々 鈴木　のりたけ／作 ブロンズ新社 2011 KS ｶﾞ366.2 すず モ－３ 180250016N ＊

84 しごとば　東京スカイツリー 鈴木　のりたけ／作 ブロンズ新社 2012 KS ｶﾞ366.2 すず モ－４ 180250017O ＊

85 しごとば　もっと 鈴木　のりたけ／作 ブロンズ新社 2014 KS ｶﾞ366.2 すず モ－５ 180260159W ＊

86 仕事発見！ 毎日新聞社／著 毎日新聞社 2013 KS ｶﾞ366.2 まい メ 180223880W

87 CG＆ゲームを仕事にする。 尾形　美幸／著
エムディエヌコー
ポレーション

2013 KS ｶﾞ007.6 おが メ  180233578．

88 視能訓練士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所／編著 保育社 2018 KS ｶﾞ498.1 うい ラ 180339802Y

89
司法書士の「お仕事」と「正体」がよ～くわかる本
第２版

大越　一毅／著 秀和システム 2018 KS ｶﾞ327.1 おお ラ 180340168V

90 社会福祉士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所／編著 保育社 2016 KS ｶﾞ369.1 うい ユ 180304633S

91
社会福祉士まるごとガイド
（まるごとガイドシリーズ　１）

ミネルヴァ書房 2009 KS ｶﾞ369.1 にほ ホ 180136003M

92 社会保険労務士 大東　恵子／著 新水社 2014 KS ｶﾞ364.3 おお ヤ 1802890641
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No. 　書　名 　著者名 出版者 出版年 資料コード

93 市役所で働く人たち 谷　隆一／著 ぺりかん社 2015 KS ｶﾞ318.3 たに ヤ 180293576+

94 ジャーナリストという仕事 斎藤　貴男／著 岩波書店 2016 KS ｶﾞ070.1 さい ユ 180297177%

95 獣医師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所／編著 保育社 2017 KS ｶﾞ649.0 うい ユ 180311381Q

96 就活の鉄則！有名企業より優良企業を選びなさい！ 新田　龍／著 こう書房 2011 KS ｶﾞ377.9 につ メ 180229953$

97 １３歳からのジャーナリスト 伊藤　千尋／著 かもがわ出版 2019 KS ｶﾞ070.1 いと リ 1803594940

98 １３歳の進路 村上　龍／著 幻冬舎 2010 KS ｶﾞ376.8 むら マ 180166148Z

99 １３歳のハローワーク 村上　龍／著 幻冬舎 2003 KS ｶﾞ366.2 むら ネ 1303309137 ＊

100 柔道整復師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所／編著 保育社 2017 KS ｶﾞ498.1 うい ヨ 180323964-

101 １０年後に失敗しない未来予想図 森永　卓郎／監修 神宮館 2016 KS ｶﾞ366.2 じゆ ユ 180304565W

102 １６歳からの交渉力 田村　次朗／著 実務教育出版 2015 KS ｶﾞ361.3 たむ ヤ 180285474$

103 １８歳のハローワーク
１８歳のハローワーク制作プロジェクト／
編著

ゴマブックス 2009 KS ｶﾞ366.2 じゆ ホ 180136744Y ＊

104
手話通訳士まるごとガイド
（まるごとガイドシリーズ　１９）

ミネルヴァ書房 2004 KS ｶﾞ378.2 しゆ ノ 1304074856

105 小説・マンガで見つける！すてきな仕事　１ 学研教育出版／編 学研教育出版 2015 KS ｶﾞ366.2 がつ ヤ－１ 180281275Y

106 小説・マンガで見つける！すてきな仕事　２ 学研教育出版／編 学研教育出版 2015 KS ｶﾞ366.2 がつ ヤ－２ 180281276Z

107 小説・マンガで見つける！すてきな仕事　３ 学研教育出版／編 学研教育出版 2015 KS ｶﾞ366.2 がつ ヤ－３ 180281277-

108 小説・マンガで見つける！すてきな仕事　４ 学研教育出版／編 学研教育出版 2015 KS ｶﾞ366.2 がつ ヤ－４ 180281278.

109 小説・マンガで見つける！すてきな仕事　５ 学研教育出版／編 学研教育出版 2015 KS ｶﾞ366.2 がつ ヤ－５ 1802812791

110 商社マンの「お仕事」と「正体」がよ～くわかる本　第２版 秋山　謙一郎／著 秀和システム 2016 KS ｶﾞ335.4 あき ユ 180310580Q

111 商店街で働く人たち 山下　久猛／著 ぺりかん社 2016 KS ｶﾞ672.9 やま ユ 180310954V
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No. 　書　名 　著者名 出版者 出版年 資料コード

112 消防官の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所／編著 保育社 2019 KS ｶﾞ317.7 うい リ 1803568930

113 情報処理エンジニア職業ガイド 豊沢　聡／共著　大間　哲／共著 カットシステム 2019 KS ｶﾞ007.3 とよ リ 180359333Z

114 職業レファレンスブック 労働政策研究・研修機構／編集　
労働政策研究・研
修機構

2004 KS ｶﾞ366.2 ろう リ 180356667%

115
食にかかわる仕事なり方完全ガイド
（好きな仕事実現シリーズ）

学研 2004 KS ｶﾞ673.9 しよ ノ 1304112422

116 助産師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所／編著 保育社 2015 KS ｶﾞ498.1 うい ヤ 180275193-

117 女子高生のための仕事の本 森　絹江／著 ユック舎 1993 KS ｶﾞ366.8 もり 5393051385 ＊

118 女性の職業のすべて　２０１８年版 女性の職業研究会／編 啓明書房 2016 KS ｶﾞ366.2 じよ ヨ－16 180317354W

119 書店・図書館で働く人たち 戸田　恭子／著 ぺりかん社 2016 KS ｶﾞ024 とだ ユ 180302894Z

120 新１３歳のハローワーク 村上　龍／著 幻冬舎 2010 KS ｶﾞ366.2 むら マ 180166147Y ＊

121 診療放射線技師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所／編著 保育社 2017 KS ｶﾞ498.1 うい ヨ 180322037Q

122 スタートアップで働くということ ジェフリー・バスギャング／著 ダイヤモンド社 2017 KS ｶﾞ335 ばす ヨ 180327756$

123 スポーツ実況の舞台裏 四家　秀治／著 彩流社 2016 KS ｶﾞ699.6 よつ ユ 1802967886

124
スポーツにかかわる仕事なり方完全ガイド
（好きな仕事実現シリーズ）

学習研究社／〔編〕 学研 2005 KS ｶﾞ780.5 がく ノ 170002035I

125 スポーツライターになろう！ 川端　康生／著 青弓社 2009 KS ｶﾞ780.5 かわ ホ 180140916U

126 スポーツを仕事にするという選択 池上　達也／著 秀和システム 2018 KS ｶﾞ780 いけ ラ 180332277X

127 精神保健福祉士まるごとガイド ミネルヴァ書房 2014 KS ｶﾞ369.2 せい モ 180267111R

128 声優という生き方 中尾　隆聖／〔著〕 イースト・プレス 2019 KS ｶﾞ771.7 なか リ 180351942X

129 声優になりたい！ 武田　正憲／〔著〕 マイナビ 2015 KS ｶﾞ771.7 たけ ヤ 180273813X

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

130 税理士の「お仕事」と「正体」がよ～くわかる本 大野　晃／著 秀和システム 2016 KS ｶﾞ336.9 おお ユ 1802968281

131 税理士の仕事図鑑 木村　聡子／編 中央経済社 2017 KS ｶﾞ336.9 きむ ヨ 180321438U

132 世界一わかりやすいＩＴ〈情報サービス〉　 第５版 イノウ／編著 ソシム 2015 KS ｶﾞ007.3 いの ヤ 180279032W

133 世界で活躍する仕事１００
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング／
編

東洋経済新報社 2018 KS ｶﾞ333.8 みつ ラ 180339613Y

134 世界は仕事で満ちている 降旗　学／著 日経ＢＰ社 2008 KS ｶﾞ366.2 ふり ヘ 180110635P ＊

135 戦場カメラマンという仕事 洋泉社 2011 KS ｶﾞ070.1 せん マ 180156163V

136 先生、ＮＰＯって儲かりますか？ 渡辺　豊博／著 春風社 2016 KS ｶﾞ335.8 わた ユ 1802964621

137 大学の学部・学科が一番よくわかる本 四谷学院進学指導部／編著 アーク出版 2019 KS ｶﾞ376.8 よつ リ 180357321U

138 大学の学科図鑑 石渡　嶺司／著
ＳＢクリエイティ
ブ

2017 KS ｶﾞ376.8 いし ラ 180334445W

139 ダム・浄水場・下水処理場で働く人たち 山下　久猛／著 ぺりかん社 2015 KS ｶﾞ517.7 やま ヤ 180289706+

140
探検！ものづくりと仕事人
シャンプー・洗顔フォーム・衣料用液体洗剤

浅野　恵子／著 ぺりかん社 2013 KS ｶﾞ576.5 あさ メ 180231810O

141
探検！ものづくりと仕事人
ジーンズ・スニーカー

山下　久猛／著 ぺりかん社 2012 KS ｶﾞ589.2 やま メ 180231811P

142
探検！ものづくりと仕事人
チョコレート菓子・ポテトチップス・アイス

戸田　恭子／著 ぺりかん社 2013 KS ｶﾞ588.3 とだ モ 1802506791

143
探検！ものづくりと仕事人
マヨネーズ・ケチャップ・しょうゆ

山中　伊知郎／著 ぺりかん社 2012 KS ｶﾞ588.6 やま モ 180250680U

144
探検！ものづくりと仕事人
リップクリーム・デオドラントスプレー・化粧水

津留　有希／著 ぺりかん社 2013 KS ｶﾞ576.7 つる メ 180231812Q

145 チアリーダーズライフ 植村　綾子／著　 双葉社 2018 KS ｶﾞ781.4 うえ ラ 180341649-

146 中学生・高校生の仕事ガイド　２０２０－２０２１年版 進路情報研究会／編 桐書房 2019 KS ｶﾞ366.2 しん
リ－

２０．２１
180363114R

147 通訳ガイドの仕事 全日本通訳案内士連盟／編 法学書院 2010 KS ｶﾞ689.6 ぜん マ 180180103M

148 通訳になりたい！ 松下　佳世／著 岩波書店 2016 KS ｶﾞ801.7 まつ ユ 180303080N

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

149
デザインの仕事なり方完全ガイド
（好きな仕事実現シリーズ）

学研 2004 KS ｶﾞ757.5 でざ ノ 170002706M ＊

150 デザインを仕事にする。 フレア／著
エムディエヌコー
ポレーション

2013 KS ｶﾞ727.5 ふれ ヤ 180281280U

151 天職が見つかる女のお仕事バイブル なでしこベスト就活委員会／著 ＰＨＰ研究所 2014 KS ｶﾞ336.2 なで モ 180259834/

152 東京ディズニーリゾートキャストの仕事 講談社／編 講談社 2015 KS ｶﾞ689.5 こう モ 180271796+

153 動物関係の職業をめざす人の本 2002 KS ｶﾞ645.6 せい ヌ 1302051817 ＊

154 トレーニングという仕事 志村　博／著 東海大学出版部 2017 KS ｶﾞ480.7 しむ ヨ 180321885-

155 ニッポンの職業・しごと全ガイド２００６ 自由国民社 2005 KS ｶﾞ366.2 につ 06 070002503H ＊

156 ニッポンの風景をつくりなおせ 梅原　真／著 羽鳥書店 2010 KS ｶﾞ727.0 うめ ヤ 1802907921

157 ＮＥＷ　ＪＯＢ　ＧＵＩＤＥ　ＴＯＵＲ
九州コミュニティ
研究所（制作）

2014 KS ｶﾞ366.2 にゆ ヤ 180272745-

158 粘着の技術 「粘着」の技術編集委員会／編 吉備人出版 2010 KS ｶﾞ585.7 ねん ヤ 180290511R

159 博士になったらどう生きる？
吉田　塁／編
堀内　多恵／編

勉誠出版 2017 KS ｶﾞ377.5 よし ヨ 180318639$

160 博士になろう！ 坂口　謙吾／著 日刊工業新聞社 2015 KS ｶﾞ377.5 さか ヤ 180274596%

161 働く！「これで生きる」５０人 共同通信社／編 共同通信社 2014 KS ｶﾞ366.2 きよ モ 180257823-

162 発達障害の子どもたちのためのお仕事図鑑 唯学書房 2017 KS ｶﾞ378 はつ ヨ 1803168741

163
羽ばたけ若人！海上保安庁を目指す学生諸氏と御家族のため
に

海上保安大学校同窓会六管区支部／〔編〕
海上保安大学校同
窓会六管区支部

2015 KS ｶﾞ557.8 かい ヤ 180282615X

164 ファイナンシャル・プランニング技能士 柳澤　美由紀／原作
金融財政事情研究
会

2016 KS ｶﾞ338.1 やな ユ 180291394.

165 ファストファッション戦争 川嶋　幸太郎／著 産経新聞出版 2009 KS ｶﾞ673.7 かわ ホ 480057361Y

166 ふくしのしごとがわかる本
東京都社会福祉協
議会

2009 KS ｶﾞ369.1 ふく ホ 180132735U ＊

167 船しごと、海しごと。　２訂版 商船高専キャリア教育研究会／編 海文堂出版 2018 KS ｶﾞ683.8 しよ ラ 180339934/

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

168 フリーライターになろう！ 八岩　まどか／著 青弓社 2012 KS ｶﾞ021.3 やつ ム 580081346Z

169 プロのイラストレーターになる！ イラストノート編集部／編 誠文堂新光社 2014 KS ｶﾞ726.5 いら モ 180252843X

170 「文系？」「理系？」に迷ったら読む本 竹内　薫／著 ＰＨＰ研究所 2019 KS ｶﾞ002 たけ リ 180351742V

171 弁護士・検察官・裁判官の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所／編著 保育社 2019 KS ｶﾞ327.1 うい リ 180359105W

172 弁護士のしごと（１５歳からの「仕事」の教科書　２） 志賀　こず江／著 丸善 2008 KS ｶﾞ327.1 しが ヘ 180111028M

173 弁理士 久門　保子／著 新水社 2015 KS ｶﾞ507.2 くも ヤ 180287091-

174 保育士になるための早わかりブック 保育士試験研究会／編著 実務教育出版 2019 KS ｶﾞ376.1 ほい リ 1803592993

175 保育士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所／編著 保育社 2016 KS ｶﾞ376.1 うい ヤ 180291418Y

176
保育士まるごとガイド
（まるごとガイドシリーズ　４）

ミネルヴァ書房 2003 KS ｶﾞ376.1 ほい ネ 1303048179

177 ぼくらは働く、未来をつくる。 向井　理／〔ほか述〕 ＡＥＲＡ編集部／著 朝日新聞出版 2014 KS ｶﾞ366.2 むか モ 180265093Y

178 保健師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所／編著 保育社 2015 KS ｶﾞ498.1 うい ヤ 180289260-

179
保健師まるごとガイド
（まるごとガイドシリーズ　２０）

ミネルヴァ書房 2012 KS ｶﾞ498.1 ほけ ム 180201311H

180 ポプラディアプラス仕事・職業　１ ポプラ社 2018 KS ｶﾞ366.2 ぽぷ ラ－１ 180338262X

181 ポプラディアプラス仕事・職業　２ ポプラ社 2018 KS ｶﾞ366.2 ぽぷ ラ－２ 180338263Y

182 ポプラディアプラス仕事・職業　３ ポプラ社 2018 KS ｶﾞ366.2 ぽぷ ラ－３ 180338264Z

183 本づくりの匠たち グラフィック社編集部／編 グラフィック社 2011 KS ｶﾞ749.5 ぐら 4800665724

184 翻訳家になろう！ 柴田　耕太郎／著 青弓社 2012 KS ｶﾞ801.7 しば ム 180200759W

185 マンガでやさしくわかる経理の仕事 栗山　俊弘／著
日本能率協会マネ
ジメントセンター

2016 KS ｶﾞ336.9 くり ヤ 180295590$

請求記号
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186 マンガでやさしくわかる人事の仕事 トライアンフ／著
日本能率協会マネ
ジメントセンター

2016 KS ｶﾞ336.4 とら ユ 180299082$

187 マンガでやさしくわかる総務の仕事 豊田　健一／著
日本能率協会マネ
ジメントセンター

2016 KS ｶﾞ336.5 とよ ヤ 1802955872

188 港で働く人たち（しごと場見学！シリーズ） 大浦　佳代／著 ぺりかん社 2013 KS ｶﾞ683.9 おお ム 180201501I

189 ミュージシャンになろう！ 加茂　啓太郎／著 青弓社 2013 KS が764.7 かも メ 180228357-

190
めざせ！栄養士・管理栄養士まずはここからナビゲーション
第２版

小野　章史／編著
小野　尚美／〔ほか〕著

第一出版 2018 KS ｶﾞ498.5 おの ラ 180346983%

191 もっとやりたい仕事がある！ 池上　彰／著 小学館 2017 KS ｶﾞ366.2 いけ ヨ 180322776-

192 森ではたらく！
古川　大輔／編著
山崎　亮／編著

学芸出版社 2014 KS ｶﾞ651.7 ふる モ  180253891．

193 薬剤師 久保田　嘉郎／著 新水社 2014 KS ｶﾞ499.0 くぼ ヤ 180289065$

194 薬剤師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所／編著 保育社 2015 KS ｶﾞ499.0 うい ヤ 180285718/

195 やりたいことを仕事にするなら、派遣社員をやりなさい！ 大崎　玄長／著 総合法令出版 2016 KS ｶﾞ366.8 おお ヤ 180294827+

196 夢をかなえる大学選び 船橋　伸一／ほか著　 飛鳥新社 2019 KS ｶﾞ376.8 ふな リ 180362904X

197 理学療法士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所／編著 保育社 2015 KS ｶﾞ498.1 うい ヤ 180286755%

198 理系のための研究者の歩き方 長谷川　健／編著 麦人社 2014 KS ｶﾞ407.5 はせ モ 180258055Y

199 臨床検査技師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所／編著 保育社 2016 KS ｶﾞ498.1 うい ユ 180305332P

200 臨床工学技士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所／編著 保育社 2017 KS ｶﾞ498.1 うい ヨ 180319173X

201 臨床心理士になる方法 斉藤　智弘／著 青弓社 2006 KS ｶﾞ146.8 さい ヒ 080011448Q

202 臨床心理士の仕事図鑑 植田　健太／編　山蔦　圭輔／編　 中央経済社 2017 KS ｶﾞ146.8 うえ ヨ 180321435R
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203 臨床心理士・公認心理師まるごとガイド ミネルヴァ書房 2016 KS ｶﾞ146.8 りん ユ 180297244.

204 私、海の漁師になりました。 金萬　智男／共著 誠文堂新光社 2015 KS ｶﾞ661.7 きん ヤ 1802859460

205 私が士業として生きる理由 サムライプロジェクト／編
東京リーガルマイ
ンド

2016 KS ｶﾞ366.2 さむ ヤ 180291675$
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No. 知りたい！なりたい！職業ガイドシリーズ

1
赤ちゃんにかかわる仕事
（知りたい！なりたい！職業ガイド）

ヴィットインターナショナル企画室／編集 ほるぷ出版 2002 KS ｶﾞ498.1 ヴい ヌ 1302026341 ＊

2
家づくりにかかわる仕事　　大工職人　畳職人　左官職人
（知りたい！なりたい！職業ガイド）

ヴィットインターナショナル企画室／編集 ほるぷ出版 2010 KS ｶﾞ525.5 いえ マ 080051877-

3
インテリアを作る仕事
（知りたい！なりたい！職業ガイド）

ヴィットインターナショナル企画室／編集 ほるぷ出版 2009 KS ｶﾞ583.7 いん ホ 180132253P

4
宇宙にかかわる仕事
（知りたい！なりたい！職業ガイド）

ヴィットインターナショナル企画室／編集 ほるぷ出版 2002 KS が583.9 ヴい ヌ 1302026329

5
環境にかかわる仕事
（知りたい！なりたい！職業ガイド）

ヴィットインターナショナル企画室／編集 ほるぷ出版 2002 KS が519.8 ヴい ヌ 1302026318

6
果物にかかわる仕事
（知りたい！なりたい！職業ガイド）

ヴィットインターナショナル企画室／編集 ほるぷ出版 2008 KS ｶﾞ673.7 くだ ヘ 180126927-

7
芸能にかかわる仕事
（知りたい！なりたい！職業ガイド）

ヴィットインターナショナル企画室／編集 ほるぷ出版 2000 KS ｶﾞ767.0 げい ナ 1300042071

8
劇団にかかわる仕事
（知りたい！なりたい！職業ガイド）

ヴィットインターナショナル企画室／編集 ほるぷ出版 2010 KS ｶﾞ770.6 ヴい マ 1801689231

9
交通の安全にかかわる仕事
（知りたい！なりたい！職業ガイド）

ヴィットインターナショナル企画室／編集 ほるぷ出版 2010 KS ｶﾞ538.8 こう マ 180166568+

10
語学をいかす仕事
（知りたい！なりたい！職業ガイド）

ヴィットインターナショナル企画室／編集 ほるぷ出版 2005 KS ｶﾞ801.7 ごが ハ 1700084091

11
自動車にかかわる仕事
（知りたい！なりたい！職業ガイド）

ヴィットインターナショナル企画室／編集 ほるぷ出版 2002 KS ｶﾞ537.1 ヴい ヌ 1302026330

12
伝統美を表現する仕事
（知りたい！なりたい！職業ガイド）

ヴィットインターナショナル企画室／編集 ほるぷ出版 2002 KS ｶﾞ774.4 ヴい ヌ 1302026307

13
花にかかわる仕事
（知りたい！なりたい！職業ガイド）

ヴィットインターナショナル企画室／編集 ほるぷ出版 2003 KS ｶﾞ627.5 はな ネ 1303038637

14
防犯にかかわる仕事
（知りたい！なりたい！職業ガイド）

ヴィットインターナショナル企画室／編集 ほるぷ出版 2009 KS ｶﾞ673.9 ぼう ホ 180132161M

15
リハビリにかかわる仕事
（知りたい！なりたい！職業ガイド）

ヴィットインターナショナル企画室／編集 ほるぷ出版 2009 KS ｶﾞ498.1 りは ホ 180164687+
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No. なるにはBOOKSシリーズ

1
アウトドアで働く
（なるにはＢＯＯＫＳ　補巻１６）

須藤　ナオミ／著
キャンプよろず相談所／編

ぺりかん社 2015 KS ｶﾞ786.5 すど モ 180271564Y

2
アニメクリエータになるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１１１）

小出　正志／著
昼間　行雄／著

ぺりかん社 2003 KS ｶﾞ778.7 こい ネ 1303020843

3
医師になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１２）

小川　明／著 ぺりかん社 2013 KS ｶﾞ498.1 おが ム 180247253W

4
イベントの仕事で働く
（なるにはＢＯＯＫＳ補巻　17）

岡星　竜美／著 ぺりかん社 2015 KS ｶﾞ674.5 おか ヤ 180274303S

5
医薬品業界で働く
（なるにはＢＯＯＫＳ　補巻２１）

池田　亜希子／著 ぺりかん社 2018 KS ｶﾞ499.0 いけ ラ 180344118U

6
インダストリアルデザイナーになるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　６９）

石川　弘／著 ぺりかん社 2005 KS ｶﾞ501.8 いし ハ 180021637S

7
宇宙・天文で働く
(なるにはＢＯＯＫＳ　補巻２０)

本田　隆行／著 ぺりかん社 2018 KS ｶﾞ538.9 ほん ラ 180342215Q

8
宇宙飛行士になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１０９）

漆原　次郎／著 ぺりかん社 2014 KS ｶﾞ538.9 うる モ 180256453Y

9
「運転」で働く
（なるにはＢＯＯＫＳ　補巻５）

広田　民郎／著 ぺりかん社 2006 KS ｶﾞ685.5 ひろ ハ 180030387U

10
映画業界で働く
（なるにはＢＯＯＫＳ　補巻８）

木全　公彦／著 ぺりかん社 2006 KS ｶﾞ778.0 きま マ 1801768761

11
映像技術者になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　７１）

木村　由香里／著 ぺりかん社 2010 KS ｶﾞ699..3 きむ マ 1801699810

12
ＮＰＯ法人で働く
（なるにはＢＯＯＫＳ　補巻１３）

小堂　敏郎／著 ぺりかん社 2012 KS ｶﾞ335.8 こど ム 180219186-

13
絵本作家になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１３９）

小野　明／著
柴田　こずえ／著

ぺりかん社 2013 KS ｶﾞ726.6 おの メ 180231603O

14
エンジニアになるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１８）

生田　哲／著 ぺりかん社 1995 KS ｶﾞ507.7 いく タ 1395065834

15
おもちゃクリエータになるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１２４）

トイジャーナル編集局／編著 ぺりかん社 2005 KS ｶﾞ589.7 とう ハ 170009128S

16
音響技術者になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１２５）

江川　裕子／著 ぺりかん社 2005 KS ｶﾞ547.3 えが ヒ 180031674U

17
外交官になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　２３）

渡辺　光一／著 ぺりかん社 2006 KS ｶﾞ329.2 わた マ 180176842.

18
介護福祉士になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１００）

渡辺　裕美／編著 ぺりかん社 2015 KS ｶﾞ369.1 わた ヤ 180293577%

19
学芸員になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１１０）

横山　佐紀／著 ぺりかん社 2019 KS ｶﾞ069.3 よこ リ 180351568.
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20
学術研究者になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　２７）

小川　秀樹／編著 ぺりかん社 2010 KS ｶﾞ002.5 おが マ 180176844S

21
環境技術で働く
（なるにはＢＯＯＫＳ　補巻１１）

藤井　久子／著 ぺりかん社 2012 KS ｶﾞ519.0 ふじ ム 180209060Q

22
観光ガイドになるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１４２）

中村　正人／著 ぺりかん社 2015 KS ｶﾞ689.6 なか ヤ 180284860.

23
看護師になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１３）

佐々木　幾美／〔ほか著〕 ぺりかん社 2014 KS ｶﾞ498.1 ささ モ 180254391X

24
管理栄養士・栄養士になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　３４）

藤原　眞昭／著 ぺりかん社 2013 KS ｶﾞ498.1 ふじ メ 180222023K

25
義肢装具士になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１４６）

益田　美樹／著 ぺりかん社 2017 KS ｶﾞ498.1 ます ヨ 180322899%

26
気象予報士・予報官になるには
(なるにはＢＯＯＫＳ 　１４４）

金子　大輔／著 ぺりかん社 2016 KS ｶﾞ451.2 かね ユ 180303092Q

27
客室乗務員になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　２）

鑓田　浩章／著 ぺりかん社 2014 KS ｶﾞ687.3 やり モ 180261597$

28
救急救命士になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１５２）

益田　美樹／著 ぺりかん社 2018 KS ｶﾞ498.1 ます ラ 180342216R

29
「教育」で働く
（なるにはＢＯＯＫＳ　補巻１０）

杉山　由美子／著 ぺりかん社 2009 KS ｶﾞ376.8 すぎ マ 1801768772

30
行政書士になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１０８）

三田　達治／編著 ぺりかん社 2020 KS ｶﾞ327.1 みた リ 180363578+

31
銀行員になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１４０）

泉　美智子／著 ぺりかん社 2014 KS ｶﾞ338.5 いず モ 180252842W

32
グリーンコーディネーターになるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　７０）

吉田　幸夫／著 ぺりかん社 2003 KS ｶﾞ672.8 よし ネ 1303025436

33
ケアマネジャーになるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１２９）

稲葉　敬子／著
伊藤　優子／著

ぺりかん社 2006 KS ｶﾞ369.1 いな マ 1801768671

34
警察官になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　４８）

宍倉　正弘／著 ぺりかん社 2009 KS ｶﾞ317.7 しし ホ 180140915T

35
警備員・セキュリティスタッフになるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１４１）

山中　伊知郎／著 ぺりかん社 2015 KS ｶﾞ673.9 やま ヤ 180279672%

36
競輪選手になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１２２）

中野　浩一／著 ぺりかん社 2004 KS ｶﾞ788.6 なか ノ 1304059936

37
言語聴覚士になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１１３）

中島　匡子／著 ぺりかん社 2017 KS ｶﾞ498.1 なか ヨ 180322255S

38
検察官になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１３０）

三木　賢治／著 ぺりかん社 2007 KS ｶﾞ327.1 みき マ 1801768682

ガイド―15



No. なるにはBOOKSシリーズ

39
建築家になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１２３）

菊岡　倶也／編著 ぺりかん社 2005 KS ｶﾞ520.7 きく ハ 170006871P

40
建築技術者になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　３２）

田中　良寿／著
鈴木　智恵子／著

ぺりかん社 2008 KS ｶﾞ520.7 たな マ 180176845/

41
講談師・浪曲師になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１５４）

小泉　博明／著
稲田　和浩／著

ぺりかん社 2019 KS ｶﾞ779.1 こい リ 1803627561

42
公認会計士になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　２８）

江川　裕子／著 ぺりかん社 2007 KS ｶﾞ336.9 えが フ 180063120L

43
国際公務員になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　８３）

横山　和子／著 ぺりかん社 2009 KS ｶﾞ329.3 よこ ホ 180132006L

44
国家公務員になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　２０）

井上　繁／編著 ぺりかん社 2015 KS ｶﾞ317.3 いの ヤ 180286209-

45
子どもと働く
（なるにはＢＯＯＫＳ　補巻　１４）

木村　明子／著 ぺりかん社 2014 KS ｶﾞ366.2 きむ メ 180236877%

46
コンピュータ技術者になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　２４）

宍戸　周夫／著 ぺりかん社 2010 KS ｶﾞ007.6 しし マ 1801768431

47
裁判官になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１３２）

三木　賢治／著 ぺりかん社 2009 KS ｶﾞ327.1 みき マ 1801768701

48
作業療法士になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　９７）

濱口　豊太／編著 ぺりかん社 2014 KS ｶﾞ498.1 はま モ 180267310S

49
自衛官になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１１４）

山中　伊知郎／著 ぺりかん社 2013 KS ｶﾞ392.1 やま メ 180223198Y

50
歯科医師になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　８６）

笹田　久美子／著 ぺりかん社 2017 KS ｶﾞ498.1 ささ ヨ 180323312N

51
歯科衛生士・歯科技工士になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　４７）

宇田川　廣美／著 ぺりかん社 2017 KS ｶﾞ498.1 うだ ユ 1803137961

52
CGクリエーターになるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　７６）

越川　彰彦／著 ぺりかん社 2004 KS ｶﾞ007.6 こし ノ 1304074834

53
司書になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１９）

森　智彦／著 ぺりかん社 2016 KS ｶﾞ013.1 もり ユ 180312471R

54
自然保護レンジャーになるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　７３）

須藤　ナオミ／著 ぺりかん社 2016 KS ｶﾞ629.4 すど ユ 180312806T

55
自動車整備士になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　２５）

広田　民郎／著 ぺりかん社 2015 KS ｶﾞ537.7 ひろ ヤ 180284504W

56
司法書士になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１０７）

前田　稔／著
浅野　恵子／著

ぺりかん社 2000 KS ｶﾞ327.1 まえ マ 180176862$

57
社会起業家になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１３８）

籏智　優子／著 ぺりかん社 2013 KS ｶﾞ335.8 はた メ 180229855/
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58
社会福祉士・精神保健福祉士になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　６１）

田中　英樹／著
菱沼　幹男／著

ぺりかん社 2011 KS ｶﾞ369.1 たな ミ 1801839351

59
獣医師になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　６８）

井上　こみち／著 ぺりかん社 2001 KS ｶﾞ649.0 いの ナ 1300123066

60
宗教家になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　７５）

島田　裕巳／著 ぺりかん社 2014 KS ｶﾞ160.7 しま モ 180252841V

61
小学校教師になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　２９）

森川　輝紀／編著 ぺりかん社 2010 KS ｶﾞ374.3 もり マ 180168009X

62
証券・保険業界で働く
（なるにはＢＯＯＫＳ　補巻２３）

生島　典子／著　 ぺりかん社 2019 KS ｶﾞ338.1 いく リ 180352653X

63
消防官になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　８８）

益田　美樹／著 ぺりかん社 2019 KS ｶﾞ317.7 ます リ 180357050T

64
助産師になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１４７）

加納　尚美／編著 ぺりかん社 2017 KS ｶﾞ498.1 かの ヨ 180323732T

65
鍼灸師・マッサージ師になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　５０）

小野寺　泰子／著
宮下宗三／著

ぺりかん社 2009 KS ｶﾞ492.7 おの マ 1801768491

66
森林で働く
（なるにはＢＯＯＫＳ　補巻４）

大成　浩市／著 ぺりかん社 2005 KS ｶﾞ651.7 おお マ 180176873+

67
スタイリストになるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　５４）

武藤　直路／著 ぺりかん社 2007 KS ｶﾞ589.2 むと マ 1801768521

68
スポーツで働く
（なるにはＢＯＯＫＳ　補巻２２）

谷　隆一／著
藤江　亮介／著

ぺりかん社 2019 KS ｶﾞ780 たに ラ 180346328Z

69
政治家になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　３６）

細川　珠生／著 ぺりかん社 2002 KS ｶﾞ314.1 ほそ ヌ 1302014269

70
青年海外協力隊員になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　５１）

横山　和子／著 ぺりかん社 2013 KS ｶﾞ333.8 よこ マ 180223199Z

71
声優になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　５３）

山本　健翔／著 ぺりかん社 2007 KS ｶﾞ771.7 やま マ 180176851.

72
税理士になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１０６）　改訂版

西山　恭博／著 ぺりかん社 2018 KS ｶﾞ336.9 にし ラ 180344351T

73
船長・機関長になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　８）

穴澤　修平／著
日本海事新聞社／編

ぺりかん社 2014 KS ｶﾞ683.8 あな モ 180250646W

74
葬祭業界で働く
（なるにはＢＯＯＫＳ　補巻１５）

薄井　秀夫／著
柿ノ木坂　ケイ／著

ぺりかん社 2015 KS ｶﾞ673.9 うす モ 180268466+

75
ダンサーになるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１１５）

山中　伊知郎／著 ぺりかん社 2002 KS ｶﾞ769.0 やま ヌ 1302100786

76
地方公務員になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　６５）

井上　繁／編著 ぺりかん社 2015 KS ｶﾞ318.3 いの ヤ 1802745970
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77
中学校・高校教師になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　８９）

森川　輝紀／編著 ぺりかん社 2012 KS ｶﾞ374.3 もり ム 1802016651

78
通訳者・通訳ガイドになるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１０）

鑓田　浩章／著 ぺりかん社 2019 KS ｶﾞ801.7 やり ラ 180347290Y

79 鉄道員になるには（なるにはＢＯＯＫＳ　２６） 土屋　武之／著 ぺりかん社 2015 KS ｶﾞ686.3 つち ヤ 180290237W

80
テレビ業界で働く
（なるにはＢＯＯＫＳ　補巻６）

小張　アキコ／著
山中　伊知郎／著

ぺりかん社 2006 KS ｶﾞ699.3 こば マ 180176874%

81
動物看護師になるには 改訂版
（なるにはＢＯＯＫＳ　９１）

井上　こみち／著 ぺりかん社 2017 KS ｶﾞ649.0 いの ヨ 180318901V

82
動物園飼育員・水族館飼育員になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　９２）

高岡　昌江／著 ぺりかん社 2017 KS ｶﾞ480.7 たか ヨ 180316009S

83
動物と働く
（なるにはＢＯＯＫＳ　補巻３）

井上　こみち／著 ぺりかん社 2005 KS ｶﾞ645.6 いの マ 180176872/

84
特別支援学校教師になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　６６）

松矢　勝宏／〔ほか編著〕 ぺりかん社 2010 KS ｶﾞ378 まつ マ 1801699552

85
ドッグトレーナー・犬の訓練士になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　９１）

井上　こみち／著 ぺりかん社 2016 KS ｶﾞ645.6 いの ユ 180309147X

86
トリマーになるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１３６）

井上　こみち／著 ぺりかん社 2009 KS ｶﾞ645.6 いの マ 180166443X

87
ネイリストになるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１３７）

津留　有希／著 ぺりかん社 2012 KS ｶﾞ595.4 つる ム 180213990X

88
農業者になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　４６）

佐藤　亮子／編著 ぺりかん社 2011 KS が611.7 さと ミ 1802123340

89
バイオ技術者・研究者になるには
(なるにはＢＯＯＫＳ　１５１)

堀川　晃菜／著 ぺりかん社 2018 KS ｶﾞ464.0 ほり ラ 180340553T

90
パイロットになるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１）

阿施　光南／著 ぺりかん社 2017 KS ｶﾞ538.0 あせ ユ 180313797$

91
パティシエになるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１３４）

辻製菓専門学校/編著 ぺりかん社 2010 KS ｶﾞ588.3 つじ マ 180176871$

92
花屋さんになるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１０４）

須長　千夏／著 ぺりかん社 2000 KS ｶﾞ673.7 すな マ 180176860.

93
パン屋さんになるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　７９）

エコール辻大阪辻製パンマスターカレッジ
／編著

ぺりかん社 2008 KS ｶﾞ588.3 えこ ヘ 180112924S

94
販売員・ファッションアドバイザーになるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　３５）

浅野　恵子／著 ぺりかん社 2016 KS ｶﾞ673.7 あさ ユ 180302740P
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95
秘書になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　４３）

石井　はるみ／著 ぺりかん社 2005 KS ｶﾞ336.5 いし マ 1801768480

96
美容師・理容師になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　５）

石田　素弓／著 ぺりかん社 2003 KS ｶﾞ595.0 いし マ 1801768390

97
ビルメンテナンススタッフになるには
(なるにはＢＯＯＫＳ　１４５)

谷岡　雅樹／著 ぺりかん社 2017 KS ｶﾞ525.8 たに ヨ 180318517Y

98
ファッションデザイナーになるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　３）

武藤　直路／著 ぺりかん社 2003 KS ｶﾞ589.2 むと ネ 1303095910

99
フードコーディネーターになるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　９３）

藤原　勝子／著 ぺりかん社 2007 KS ｶﾞ673.9 ふじ マ 1801768592

100
「福祉」で働く
（なるにはＢＯＯＫＳ　補巻９）

浅野　恵子／著 ぺりかん社 2007 KS ｶﾞ369.1 あさ フ 180059756+

101
「物流」で働く
（なるにはＢＯＯＫＳ　補巻１２）

広田　民郎／著 ぺりかん社 2012 KS ｶﾞ681.6 ひろ ム 180215376X

102
不動産鑑定士・宅地建物取引主任者になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　５５）

飯田　武爾／編著
森島　義博／編著

ぺりかん社 2004 KS ｶﾞ673.9 いい マ 180176853$

103
ブライダルコーディーターになるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１２７）

浅野　恵子／著 ぺりかん社 2006 KS ｶﾞ673.9 あさ マ 180176865%

104
プロ野球選手になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１３３）

柏　英樹／著 ぺりかん社 2009 KS ｶﾞ783.7 かし ホ 180137061P

105
弁護士になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　２１）

田中　宏／著
山中　伊知郎／著

ぺりかん社 2011 KS ｶﾞ327.1 たな ミ 180198750$

106
弁理士になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　４０）

藤井　久子／著 ぺりかん社 2007 KS ｶﾞ507.2 ふじ マ 180176847%

107
保育士になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１６）

金子　恵美／編著 ぺりかん社 2014 KS ｶﾞ376.1 かね モ 180266981+

108
保健師・養護教諭になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１０５）

鈴木　るり子／ほか編著 ぺりかん社 2017 KS ｶﾞ498.1 すず ヨ 180321982Y

109
冒険家になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　４）

九里　徳泰／著 ぺりかん社 2006 KS ｶﾞ290.9 くの ヒ 180032973X

110
ミュージシャンになるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１２８）

木村　由香里／著 ぺりかん社 2006 KS ｶﾞ760.7 きむ マ 1801768660

111
薬剤師になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　５８）

井手口　直子／編著 ぺりかん社 2020 KS ｶﾞ499.0 いで リ 180363955/

112
幼稚園教師になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　５６）

大豆生田　啓友／著 ぺりかん社 2019 KS ｶﾞ376.1 おお リ 180363283Y

113
ライターになるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１３５）

大前　仁／著 ぺりかん社 2009 KS ｶﾞ021.3 おお ホ 180139477/
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114
理学療法士になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　６７）

丸山　仁司／編著 ぺりかん社 2014 KS ｶﾞ498.1 まる モ 180264418Y

115
理系学術研究者になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１４３）

佐藤　成美／著 ぺりかん社 2015 KS ｶﾞ407 さと ヤ 180295038-

116
漁師になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　４５）

大浦　佳代／著 ぺりかん社 2019 KS ｶﾞ661.7 おお ラ 180346327Y

117
旅行業務取扱管理者になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　６４）

鈴木　一吉／著 ぺりかん社 2006 KS ｶﾞ689.6 すず マ 180176855+

118
臨床検査技師になるには
(なるにはＢＯＯＫＳ　１１２)

岩間　靖典／著 ぺりかん社 2018 KS ｶﾞ498.1 いわ ラ 180340167U

119
臨床工学技士になるには
(なるにはＢＯＯＫＳ　１５３)

岩間　靖典／著 ぺりかん社 2019 KS ｶﾞ498.1 いわ リ 1803584893

120
レーシングドライバーになるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１３１）

真崎　悠／著 ぺりかん社 2009 KS ｶﾞ788.7 まさ マ 1801768693

121
ロボット技術者になるには
（なるにはＢＯＯＫＳ　１２６）

越川　彰彦／著 ぺりかん社 2006 KS ｶﾞ548.3 こし マ 180176864+

122
「和の仕事」で働く
（なるにはＢＯＯＫＳ　補巻７）

籏智　優子／著 ぺりかん社 2006 KS ｶﾞ750.2 はた マ 1801768750
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1 医学部 浅野　恵子／著 ぺりかん社 2018 KS ｶﾞ376.8 あさ ラ 180341929.

2 栄養学部 佐藤　成美／著 ぺりかん社 2019 KS ｶﾞ376.8 さと リ 180356437.

3 外国語学部 元木　裕／著 ぺりかん社 2019 KS ｶﾞ376.8 もと リ 180357322V

4 看護学部・保健医療学部 松井　大助／著 ぺりかん社 2017 KS ｶﾞ376.8 まつ ヨ 1803193941

5 教育学部 三井　綾子／著　 ぺりかん社 2018 KS ｶﾞ376.8 みつ ラ 180339633-

6 経営学部・商学部 大岳　美帆／著 ぺりかん社 2019 KS ｶﾞ376.8 おお リ 180351399$

7 工学部 漆原　次郎／著 ぺりかん社 2018 KS ｶﾞ376.8 うる ラ 080109340P

8 獣医学部 斉藤　智／著 ぺりかん社 2019 KS ｶﾞ376.8 さい リ 180352652W

9 文学部 戸田　恭子／著 ぺりかん社 2017 KS ｶﾞ376.8 とだ ヨ 180326327W

10 法学部 山下　久猛／著 ぺりかん社 2018 KS ｶﾞ376.8 やま ラ 180339632Z

11 理学部・理工学部 佐藤　成美／著 ぺりかん社 2017 KS ｶﾞ376.8 さと ヨ 180322472T
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