
タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

働く文学 奥 憲太／著 東海教育研究所 2017 159.4/ｵｸ

働く女性が知っておくべきこと 坂東 眞理子／[著] 角川書店 2012 159.4/ﾊﾞﾝ

君たちが働き始める前に知っておいてほしいこと 大内 伸哉／著 労働調査会出版局 2011 366.1/ｵｵ

教室で学ぶワークルール 道幸 哲也／著 旬報社 2012 366.1/ﾄﾞｳ

知っておきたい!働く時のルールと権利 籏智 優子／著 ぺりかん社 2010 366.1/ﾊﾀ

挑み続ける力 NHK「プロフェッショナル」制作班／著 NHK出版 2016 366.2/ｲﾄﾞ

今からはじめる!就職へのレッスン 杉山 由美子／著 ぺりかん社 2011 366.2/ｽｷﾞ

「働くこと」を問い直す 山崎 憲／著 岩波書店 2014 366.5/ﾔﾏ

未来の働き方をデザインしよう 石田 秀輝／著 日刊工業新聞社 2011 366.9/ﾐﾗ

これからのライフスタイル 伊田 広行／文 大月書店 2007 366/ｲﾀﾞ

仕事ってなに? 岩川 直樹／文 大月書店 2006 366/ｲﾜ

仕事のつながり、仕事のしくみ 大谷 猛夫／文 大月書店 2006 366/ｵｵ

仕事を考えるワークブック 大野 一夫／文 大月書店 2007 366/ｵｵ

みえない未来相談室。 k.m.p.／著 河出書房新社 2008 366/ｹｴ

14歳からの仕事道 玄田 有史／著 イースト・プレス 2011 366/ｹﾞﾝ

君たちはどう働くか 今野 晴貴／著 皓星社 2016 366/ｺﾝ

仕事ってなんだろう 矢崎 節夫／著 佼成出版社 2007 366/ｼｺﾞ

「働く」ために必要なこと 品川 裕香／著 筑摩書房 2013 366/ｼﾅ

しあわせに働ける社会へ 竹信 三恵子／著 岩波書店 2012 366/ﾀｹ

これを知らずに働けますか? 竹信 三恵子／著 筑摩書房 2017 366/ﾀｹ

就活のまえに 中沢 孝夫／著 筑摩書房 2010 366/ﾅｶ

「大好き!」を見つけよう 中原 一歩／著 講談社 2013 366/ﾅｶ

人はどんな仕事をしてきたの? 浜林 正夫／文 大月書店 2006 366/ﾊﾏ

働く条件ってどうなってるの? 朴木 佳緒留／文 大月書店 2007 366/ﾎｳ

大人はどうして働くの? 宮本 恵理子／編・著 日経BP社 2014 366/ﾐﾔ

働くってどんなこと?人はなぜ仕事をするの? ギヨーム・ル・ブラン／文 岩崎書店 2017 366/ﾙﾌﾞ

ほか
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タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

やりたい仕事がある! 池上 彰／編・著 小学館 2010 366.2/ｲｹ

子どもと働く 木村 明子／著 ぺりかん社 2014 366.2/ｷﾑ

仕事のカタログ - 自由国民社 2017 366.2/ｼｺﾞ/2018

職業ガイド・ナビ　 1～3 ヴィットインターナショナル企画室／編集 ほるぷ出版 2010 366.2/ｼｮ

ふむふむ 三浦 しをん／[著] 新潮社 2011 366.2/ﾐｳ

未来を考える君へ さくらプロジェクト／編 アメニモ 2010 366.2/ﾐﾗ

職人になるガイド 山中 伊知郎／著 新講社 2010 366.2/ﾔﾏ

ローカル仕事図鑑 DECO／編 技術評論社 2016 366.2/ﾛｶ

あこがれ仕事百科 NHKラジオ第1「きらり10代!」制作班／編 実業之日本社 2006 366/ｱｺ

仕事を選ぶ 朝日中学生ウイークリー編集部／編著 朝日学生新聞社 2014 366/ｼｺﾞ

仕事発見! 毎日新聞社／著 毎日新聞社 2013 366/ｼｺﾞ

小説・マンガで見つける!すてきな仕事　 1～5 学研教育出版／編 学研教育出版 2015 366/ｼｮ

中学生・高校生の仕事ガイド 進路情報研究会／編 桐書房 2016 366/ﾁﾕ/2017

夢のお仕事さがし大図鑑  1～5 夢のお仕事さがし大図鑑編集委員会／編 日本図書センター 2016 366/ﾕﾒ

ニッポンの心意気 吉岡 忍／著 筑摩書房 2007 366/ﾖｼ

保育の仕事がわかる本 田代 和美／編著 日本実業出版社 2017 376.1/ﾀｼ

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 689.5/ﾄｳ
ほか

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

ミライの授業 瀧本 哲史／著 講談社 2016 159/ﾀｷ/

平和をつくった世界の20人 ケン・ベラー／著 岩波書店 2009 280/ﾍﾞﾗ/

歴史を動かしたすごい日本人 楠木 誠一郎／著 毎日新聞社 2011 281/ｸｽ/

甘くてかわいいお菓子の仕事 KUNIKA／著 河出書房新社 2017 289/ｸﾆ/

ヘレン・ケラー 筑摩書房編集部／著 筑摩書房 2014 289/ｹﾗ/

ペンギンの教え 小菅 正夫／著 講談社 2009 289/ｺｽ/

さかなクンの一魚一会 さかなクン／著・イラスト・題字 講談社 2016 289/ｻｶ/

スティーブ・ジョブズの生き方 カレン・ブルーメンタール／著 あすなろ書房 2012 289/ｼﾞｮ/

世界一のパティシエになる! 輔老 心／著 岩崎書店 2015 289/ﾂｼﾞ/

万次郎 岡崎 ひでたか／作 新日本出版社 2015 289/ﾅｶ/

宇宙少年 野口 聡一／著 講談社 2011 289/ﾉｸﾞ/

本田宗一郎 筑摩書房編集部／著 筑摩書房 2014 289/ﾎﾝ/

「フラフラ」のすすめ 益川 敏英／著 講談社 2009 289/ﾏｽ/

ワンガリ・マータイ 筑摩書房編集部／著 筑摩書房 2014 289/ﾏﾀ/

前進力 三國 清三／著 講談社 2009 289/ﾐｸ/

世界でいちばん貧しい大統領からきみへ [ホセ・ムヒカ／著] 汐文社 2015 289/ﾑﾋ/

武器より一冊の本をください ヴィヴィアナ・マッツァ／著 金の星社 2013 289/ﾕｽ/

岡本太郎 筑摩書房編集部／著 筑摩書房 2014 723/ｵｶ/

藤子・F・不二雄 筑摩書房編集部／著 筑摩書房 2014 726/ﾌｼﾞ/

オードリー・ヘップバーン 筑摩書房編集部／著 筑摩書房 2015 778/ﾍﾌﾟ/

「好き」をつらぬこう BLACK／著 PHP研究所 2010 779/ﾌﾞﾗ/

落語が教えてくれること 柳家 花緑／著 講談社 2011 779/ﾔﾅ/

小泉八雲 筑摩書房編集部／著 筑摩書房 2015 930/ﾊﾝ/
ほか 山梨県立図書館

　　　　　　　お仕事カタログ

　　　　　あの人の生き方に学ぶ


