
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）

　　②スキル（「今から備えておきたいこと」「スキルアップ」「職業に関する技術」「自己啓発」など） 【請求記号　ＫＳ　ス～】

No. 　書　名 　　著者名 　出版者 出版年 資料コード

1 あの企業の入社試験に、あのひとが答えたなら。
「あの企業の入社試験に、あのひとが
答えたなら。」プロジェクト／著

青志社 2011 KS ｽ351.4 あの ミ 180204658Y

2 あまりにやさしい会計の本 後　正武／著 ダイヤモンド社 2012 KS ｽ336.9 うし ム 180207022M

3 アメリカの高校生が学ぶ経済学  　原理から実践へ ゲーリー　Ｅ．クレイトン／著 ＷＡＶＥ出版 2014 KS ｽ331.5 くれ モ 180260135Q

4 アメリカの高校生が読んでいる起業の教科書
山岡　道男／著
淺野　忠克／著

アスペクト 2009 KS ｽ335.5 やま ホ 180131898$

5 アメリカの高校生が読んでいる経済の教科書
山岡　道男／著
淺野　忠克／著

アスペクト 2008 KS ｽ331.5 やま ヘ 180109630S

6 アメリカの高校生が読んでいる税金の教科書
山岡　道男／著
淺野　忠克／著

アスペクト 2010 KS ｽ345.5 やま マ 180170756Z

7 アメリカの高校生が読んでいる世界経済の教科書
山岡　道男／著
淺野　忠克／著

アスペクト 2010 KS ｽ333.6 やま マ 1801684993

8 アルバイトから学ぶ仕事入門
佐野　薫／編著
江利川　良枝／〔ほか〕編著

中央経済社 2019 KS ｽ366 さの リ 1803529551

9
安藤・岩野の「これからこうなる！」ゲームプロデューサー
の仕事術

安藤　武博／著
岩野　弘明／著

集英社クリエイ
ティブ

2017 KS ｽ589.7 あん ヨ 180319151T

10 池上彰の学べるニュース　１ 池上　彰／〔著〕 海竜社 2010 KS ｽ304.5 いけ マ 1801540050 ＊

11 池上彰の学べるニュース　２ 池上　彰／〔著〕 海竜社 2010 KS ｽ304.5 いけ マ 180154006P ＊

12 池上彰の学べるニュース　３ 池上　彰／〔著〕 海竜社 2010 KS ｽ304.5 いけ マ 180176138Z ＊

13 池上彰の学べるニュース　４ 池上　彰／〔著〕 海竜社 2011 KS ｽ304.5 いけ マ 1801798540 ＊

14 池上彰の学べるニュース　５ 池上　彰／〔著〕 海竜社 2011 KS ｽ304.5 いけ マ 180183477$ ＊

15 池上彰の学べるニュース　６ 池上　彰／〔著〕 海竜社 2012 KS ｽ304.5 いけ マ 180243995+ ＊

16 一瞬で判断する力 若田　光一／著 日本実業出版社 2016 KS ｽ538.9 わか ユ 180304632R

17 今からはじめる！就職へのレッスン（なるにはBOOKS 別巻） 杉山　由美子／著 ぺりかん社 2011 KS ｽ366.2 すぎ ミ 180199347%

請求記号

スキル―1



No. 　書　名 　　著者名 　出版者 出版年 資料コード

18 インストラクター・講師資格ガイド 上田　信一郎／著 ぱる出版 2003 KS ｽ366.2 うえ ネ 1303025549

19 ウサギくんと少年ルッコラのマーケティングの物語 小川　亮／著
日本能率協会マネ
ジメントセンター

2013 KS ｽ675.3 おが メ 180230070L

20 「売る」から、「売れる」へ。 水野　学／著 誠文堂新光社 2016 KS ｽ675.5 みず ユ 1802984511

21 英語で１分間大受け自己アピールができる本 Ｄａｖｉｄ　Ａ．Ｔｈａｙｎｅ／著 主婦の友社 2008 KS ｽ837.8 せい ヘ 180124270P

22 英語でガイドする日本
西蔭　浩子／著
トム・ディラン／著

研究社 2012 KS ｽ837.8 にし ム 1802177751

23 英語ｄｅハローワーク　１ 塩見　佳代子／編著 文理閣 2007 KS ｽ366.2 しお フ 180041332M

24 えーっ！バイト高校生も有給休暇とれるンだって！ 航　薫平／著 フォーラム・Ａ 2012 KS ｽ366.1 わた ム 1802189893

25 絵でよむ就職活動基本のき 伊藤　美樹／絵 河出書房新社 2009 KS ｽ377.9 いと ホ 180137319X

26 オイコノミア
ＮＨＫＥテレ「オイコノミア」制作班
／著   又吉　直樹／著

朝日新聞出版 2014 KS ｽ331.0 につ モ 180250210J ＊

27 教えてプログラミング 高橋　与志／著 リックテレコム 2016 KS ｽ007.6 たか ユ 1802989936

28 会社法のみちしるべ 大塚　英明／著 有斐閣 2016 KS ｽ325.2 おお ユ 180296275/

29
学生・キャリア・スキル・ハイブリッド起業、めざせ独立の
星。クリエイターの起業「虎の巻」

佐藤　良仁／編著
溝川　誠司／編著

六耀社 2011 KS ｽ757.5 さと ミ 180204355S

30 「稼ぐ！」話し方 真地　勇志／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016 KS ｽ809.2 まち ユ 1802965761

31 「考える力」をつける本 〔正〕 轡田　隆史／著 三笠書房 2013 KS ｽ141.5 くつ メ－１ 180231550P

32 「考える力」をつける本　続 轡田　隆史／著 三笠書房 2014 KS ｽ141.5 くつ メ－２ 180253004N

33 考える力をつける３つの道具
岸良　裕司／著
きしら　まゆこ／著

ダイヤモンド社 2014 KS ｽ141.5 きし モ  180256708．

34 君たちはどう働くか 今野　晴貴／著 皓星社 2016 KS ｽ366.5 こん ユ 180296276+

35 今日からセンスを君の武器にしよう 石渡　晃一／〔著〕
クロスメディア・
パブリッシング

2013 KS ｽ159.4 いし メ 180231548W

36 敬語の教科書１年生 新星出版社編集部／編 新星出版社 2016 KS ｽ336.4 しん ヤ 180294826/

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

37 経済用語図鑑 花岡　幸子／著 ＷＡＶＥ出版 2016 KS ｽ330.5 はな ユ 180309659+

38 恋ではなく愛で学ぶ政治と経済 高橋　勝也／著 清水書院 2019 KS ｽ310 たか リ 180358457+

39 高校生が学んでいるビジネス思考の授業 大森　武／著
阪急コミュニケー
ションズ

2014 KS ｽ002.7 おお モ 180252844Y

40 高校生からの経済データ入門 吉本　佳生／著 筑摩書房 2013 KS ｽ331.1 よし ム 180247256Z

41 高校生からの統計入門 加藤　久和／著 筑摩書房 2016 KS ｽ417.5 かと ユ 180304514Q

42 高校生と親の「お金の教科書」 飯島　健二／著 セルパ出版 2012 KS ｽ591.5 いい ム 180242058U

43 ５人のプロに聞いた！一生モノの学ぶ技術・働く技術
阿部　正浩／編
前川　孝雄／編

有斐閣 2017 KS ｽ0026 あべ ヨ 180328319Z

44 これからの経済の基本がびっくりするほどわかる本
「これからの経済の基本がびっくりす
るほどわかる本」制作委員会／著

あさ出版 2013 KS ｽ332.1 これ メ 1802317881 *

45 コンセプトのつくり方 山田　壮夫／著 朝日新聞出版 2016 KS ｽ675.3 やま ヤ 180295592+

46 仕事で数字を使うって、こういうことです。 深沢　真太郎／著 日本実業出版社 2013 KS ｽ336.1 ふか メ 180231552R

47 仕事のアイデアはみんなドラえもんが教えてくれた 渡邊　健太郎／著 青春出版社 2013 KS ｽ336.1 わた メ 180231556V

48 仕事は見た目 谷澤　史子／著 あさ出版 2011 KS ｽ336.4 たに メ 180229955+

49 じつはよく知らなかった経済のことがスッキリわかる本 石川　秀樹／著 大和書房 2012 KS ｽ330.5 いし ム 180208803U *

50 社会人１年目からの仕事の基本 濱田　秀彦／〔著〕
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2016 KS ｽ159.4 はま ユ 180302144N

51 社会人に必要な９つの力 齋藤　孝／著 ウェッジ 2016 KS ｽ159.4 さい ユ 1802962780

52 社会で活躍するためのロジカル・ライティング 西谷　尚徳／著 弘文堂 2016 KS ｽ816.5 にし ユ 1802967897

53 就職力 齋藤　孝／著 毎日新聞社 2011 KS ｽ377.5 さい 8800697050

54 １７歳からはじめる経済・経営学のススメ 和光大学経済経営学部／編著 日本評論社 2016 KS ｽ330.4 わこ ヤ 180291849%

55 １８歳からのキャリアプランニング 大久保　功／〔ほか著〕 北大路書房 2007 KS ｽ337.9 おお フ 180061076T

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

56 小学生からの起業オリエンテーション 高田　耕一／著 風詠社 2013 KS ｽ379.3 たか メ 180231700M

57 女性ＩＴプロフェッショナルのホンネ会議 Ｔｅａ　Ｔｉｍｅ／著 日経ＢＰ社 2004 KS ｽ007.3 てい ノ 1304018438 *

58 調べるって楽しい！ 大串　夏身／著 青弓社 2013 KS ｽ007.5 おお メ 180222388Y

59 人材紹介のプロがつくった発達障害の人の就活ノート 石井　京子／著 弘文社 2010 KS ｽ366.2 いし マ 180174369$

60 図解池上彰の経済「超」入門 池上　彰／著 毎日新聞社 2014 KS ｽ330.5 いけ モ 180253612S ＊

61 図解＆事例で学ぶ書類＆資料作りの教科書 尾上　雅典／著 マイナビ出版 2015 KS ｽ336.5 おの ヤ 1802920791

62 世界の現場で僕たちが学んだ「仕事の基本」
長嶺　義宣／編
外山　聖子／編

阪急コミュニケー
ションズ

2014 KS ｽ329.3 なが モ 180254156W

63 世界のしくみがよくわかる！ニュースを読む技術 池上　彰／著 ビジネス社 2010 KS ｽ304.5 いけ マ 180168664/

64 「世界標準」のお金の教養講座 泉　正人／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 KS ｽ330.5 いず モ 180264419Z

65 ソクラテスの人事
ＮＨＫ「ソクラテスの人事」制作班／
著

祥伝社 2009 KS ｽ336.2 につ ホ  180146845．

66 竹中教授の１４歳からの経済学 竹中　平蔵／著 東京書籍 2009 KS ｽ331.5 たけ ホ 180138724Y

67 探究活動・課題研究のために 日外アソシエーツ 2019 KS ｽ028 たん リ 180352922W

68 父が息子に語るマクロ経済学 齊藤　誠／著 勁草書房 2014 KS ｽ331.5 さい モ 180260134P

69 中学数学でわかる統計の授業
涌井　良幸／著
涌井　貞美／著

日本実業出版社 2013 KS ｽ417.5 わく メ 180231553S

70 中学生・高校生のための手帳の使い方
日本能率協会マネジメントセンター／
編

日本能率協会マネ
ジメントセンター

2014 KS ｽ375.5 にほ メ 180236770Y

71 中学生でもわかる経済学 永濱　利廣／著 ベストセラーズ 2011 KS ｽ330.5 なが ミ 3800599720

72 中・高校生のための法律ガイド 喜成　清重／著 民事法研究会 2005 KS ｽ320.4 きな ヒ 180031736Ｔ

73 「超」アニメ声優！ 堀川　りょう／著 ＰＨＰ研究所 2016 KS ｽ778.7 ほり ユ 180304971X

74 「伝わる」のはどっち？ 渡辺　克之／著 ソーテック社 2019 KS ｽ336.5 わた リ 180352557-

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

75 東大生が書いた「まずはこれだけ！」世界の経済
東京大学株式投資クラブＡｇｅｎｔｓ
／著

大和書房 2010 KS ｽ333.6 とう マ 480058118Z ＊

76 図書館「超」活用術 奥野　宣之／著 朝日新聞出版 2016 KS ｽ015.5 おく ヤ 180295483/

77 トビタテ！世界へ 船橋　力／著 リテル 2019 KS ｽ377.6 ふな リ 180359406-

78 トラブル回避！中・高生のための法律ガイドブック 喜成　清重／著 日本加除出版 2010 KS ｽ320.4 きな マ 880065447% ＊

79 内定を勝ち取る１０のステップ
富士通エフ・オー・エム株式会社／著
制作

ＦＯＭ出版 2010 KS ｽ377.9 ふじ マ 1801816491 ＊

80 内定を決める！面接の極意 酒井　正敬／著 高橋書店 2009 KS ｽ377.9 さか ホ 180137094X

81 なぜペットボトルの水は牛乳より高いのか 洞口　勝人／著 リヨン社 2007 KS ｽ337.8 ほら フ 180044720Q

82 ２０代で身につけたいプロ建築家になる勉強法 山梨　知彦／著 日本実業出版社 2009 KS ｽ520.7 やま ミ 180157131R

83 日本一わかりやすい会計の授業 柴山　政行／著 実務教育出版 2016 KS ｽ336.9 しば ユ 180299083/

84 入社１年目からの数字の使い方 深沢　真太郎／著 日本実業出版社 2018 KS ｽ336.1 ふか ラ 180334564Y

85 はじめての「マーケティング」１年生 宮崎　哲也／著 明日香出版社 2013 KS ｽ675 みや メ 180229509-

86 働くための「話す・聞く」（なるにはBOOKS　別巻） 上田　晶美／著 ぺりかん社 2013 KS ｽ366.4 うえ メ 1802299985

87 ビジネスコミュニケーションスキルを磨く１０のステップ
富士通エフ・オー・エム株式会社／著
制作

ＦＯＭ出版 2010 KS ｽ336.4 ふじ マ 180181650U

88 美容院と１，０００円カットでは、どちらが儲かるか？ 林　総／著 ダイヤモンド社 2008 KS ｽ336.8 はや フ 180064640T

89 法むるーむ 法むるーむネット／編集・執筆 清水書院 2016 KS ｽ320.4 ほう ヤ 1802955850

90 ぼくらの戦略思考研究部 鈴木　貴博／著 朝日新聞出版 2015 KS ｽ141.5 すず ヤ 1802854731

91 ホテル・旅館で使う英中韓３か国語きほん接客フレーズ 西蔭　浩子／〔ほか著〕 研究社 2010 KS ｽ689.8 にし ム 3800499976

92 マーケティングってそういうことだったの！？ 豊田　裕貴／著 あさ出版 2013 KS ｽ675.5 とよ メ 180227843Z

93
マンガ数学女子智香が教える仕事で数字を使うって、こうい
うことです。

深沢　真太郎／著
山田　しぶ／漫画

日本実業出版社 2019 KS ｽ336.1 やま リ 180360366X
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94 マンガでやさしくわかる資料作成の基本 吉澤　準特／著
日本能率協会マネ
ジメントセンター

2016 KS ｽ336.5 よし ヤ 1802955894

95 マンガでわかる仕事の敬語 本郷　陽二／著 日経ＢＰ社 2016 KS ｽ336.4 ほん ユ 180302260M

96 まんがでわかるセブン－イレブンの１６歳からの経営学 迫　ミサキ／まんが 宝島社 2014 KS ｽ673.8 さこ モ 1802669953

97 マンガでわかる！人前で３分、あがらずに話せる本 金井　英之／著 すばる舎 2019 KS ｽ809.4 かな リ 1803592982

98 見てわかる社会生活ガイド集
「見てわかる社会生活ガイド集」編集
企画プロジェクト／編著

ジアース教育新社 2013 KS ｽ369.2 みて モ 180250018P

99
問題です。２０００円の弁当を３秒で「安い！」と思わせな
さい

山田　真哉／著 小学館 2012 KS ｽ336.2 やま ム 180242227S

100 やさしく読める小学生の時事問題 日能研教務部／企画・編集 日能研 2006 KS ｽ307.5 にち ヒ 180046454W

101 世の中のしくみがわかる経済ニュースの教科書 宮崎　哲也／著 ナツメ社 2016 KS ｽ330.5 みや ユ 180297002T

102 レストラン・お店で使う英中韓３か国語きほん接客フレーズ 西蔭　浩子／〔ほか著〕 研究社 2010 KS ｽ673.9 にし ム 180215312N

103 わかる！伝わる！プレゼン力 佐藤　佳弘／著 武蔵野大学出版会 2010 KS ｽ336.4 さと マ 180155810T

104 わかる！できる！「社会人基礎力」講座 高橋　忠寛／著
ビジネス教育出版
社

2015 KS ｽ336　 たか モ 180269340X

請求記号

スキル―6


