
この仕事を知っていますか?
タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

ジャーナリストという仕事 斎藤 貴男／著 岩波書店 2016 070/ｻｲ
宇宙少年 野口 聡一／著 講談社 2011 289/ﾉｸﾞ
南極ではたらく 渡貫 淳子／著 平凡社 2019 297.9/ﾜﾀ
ニッポンの刑事たち 小川 泰平／著 講談社 2016 317/ｵｶﾞ
公務員という仕事 村木 厚子／著 筑摩書房 2020 317/ﾑﾗ
証券・保険業界で働く 生島 典子／著 ぺりかん社 2019 338.1/ｲｸ
おしごと年鑑 谷 和樹／監修 朝日新聞社 2021 366/ｵｼ/2021
こども手に職図鑑 子供の科学／編 誠文堂新光社 2020 366/ｺﾄﾞ
子どもにかかわる仕事 汐見 稔幸／編 岩波書店 2011 366/ｺﾄﾞ
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
10代のための仕事図鑑 大泉書店編集部／編 大泉書店 2017 366/ｼﾞｭ
10代のための資格・検定 大泉書店編集部／編 大泉書店 2020 366/ｼﾞｭ
小説・マンガで見つける!すてきな仕事 学研教育出版／編 学研教育出版 2015 366/ｼｮ
2030年のハローワーク 図子 慧／著 KADOKAWA 2019 366/ｽﾞｼ
女子のための「手に職」図鑑 華井 由利奈／著 光文社 2018 366/ﾊﾅ
夢をそだてるみんなの仕事300 講談社 2018 366/ﾕﾒ
福祉業界で働く 戸田 恭子／著 ぺりかん社 2020 369.1/ﾄﾀﾞ
教育業界で働く 三井 綾子／著 ぺりかん社 2020 370/ﾐﾂ
星の声に、耳をすませて 林 完次／著 講談社 2013 440/ﾊﾔ
医薬品業界で働く 池田 亜希子／著 ぺりかん社 2018 499.0/ｲｹ
境界をこえる 安藤 忠雄／著 講談社 2012 523/ｱﾝ
宇宙・天文で働く 本田 隆行／著 ぺりかん社 2018 538.9/ﾎﾝ
ゲーム業界で働く 小杉 眞紀／著 ぺりかん社 2020 589.7/ｺｽ
美術館って、おもしろい! モラヴィア美術館／著 河出書房新社 2020 706/ﾋﾞｼﾞ
中学生からの職人塾 伊藤 建男／著 リヨン社 2005 750/ｲﾄ
落語が教えてくれること 柳家 花緑／著 講談社 2011 779/ﾔﾅ
スポーツで働く 谷 隆一／著 ぺりかん社 2019 780.9/ﾀﾆ
乗り越える力 荒川 静香／著 講談社 2011 784/ｱﾗ

ほか 山梨県立図書館



働くってどういうこと?
タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

自分のミライの見つけ方 児美川 孝一郎／著 旬報社 2021 159/ｺﾐ
10年後、君に仕事はあるのか? 藤原 和博／著 筑摩書房 2020 B159.7/ﾌｼﾞ
ミライを生きる君たちへの特別授業 ジュニスタ編集部／編 岩波書店 2021 159/ﾐﾗ
アルバイトから学ぶ仕事入門 佐野 薫／編著 中央経済社 2019 366/ｱﾙ
これだけは知っておきたい働き方の教科書 安藤 至大／著 筑摩書房 2015 366/ｱﾝ
過労死しない働き方　働くリアルを考える　 川人 博／著 岩波書店 2020 366/ｶﾜ
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
10代からのワークルール 上西 充子／監修 旬報社 2019 366/ｼﾞｭ
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
僕たちはなぜ働くのか 池上 彰／監修 学研プラス 2019 366/ﾎﾞｸ
就活のまえに 中沢 孝夫／著 筑摩書房 2010 366/ﾅｶ
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
仕事とお金 ブリジット・ラベ／著 汐文社 2009 366/ﾗﾍﾞ
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
世界で学ぶ、働くことは生きること 生田 博子／編著 書肆侃侃房 2021 366.0/ｲｸ
働くことがイヤな人のための本 中島 義道／著 新潮社 2004 B366.0/ﾅｶ
会社で働く 松井 大助／著 ぺりかん社 2021 366.2/ﾏﾂ
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

ほか

仕事を疑似体験!
タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

みかん、好き? 魚住 直子／著 講談社 2019 913/ｳｵ
てのひらに未来 工藤 純子／作 くもん出版 2020 913/ｸﾄﾞ
一〇五度 佐藤 まどか／著 あすなろ書房 2017 913/ｻﾄ
櫓太鼓がきこえる 鈴村 ふみ／著 集英社 2021 913/ｽｽﾞ
赤毛の女医アン　 福田 隆浩／[著] 講談社 2008 913/ﾌｸ
8分音符のプレリュード 松本 祐子／作 小峰書店 2008 913/ﾏﾂ
風味[さんじゅうまる] まはら 三桃／著 講談社 2014 913/ﾏﾊ
グリーン・グリーン あさの あつこ／著 徳間書店 2014 913.6/ｱｻ
雲を紡ぐ 伊吹 有喜／著 文藝春秋 2020 913.6/ｲﾌﾞ
花咲小路二丁目の花乃子さん 小路 幸也／著 ポプラ社 2015 913.6/ｼｮ
虹にすわる 瀧羽 麻子／著 幻冬舎 2019 913.6/ﾀｷ
めぐり逢いサンドイッチ　 谷 瑞恵／著 KADOKAWA 2019 913.6/ﾀﾆ
ハケンアニメ! 辻村 深月／著 マガジンハウス 2017 B913.6/ﾂｼﾞ
月のぶどう 寺地 はるな／著 ポプラ社 2017 913.6/ﾃﾗ
線は、僕を描く 砥上 裕將／著 講談社 2019 913.6/ﾄｶﾞ
本日は、お日柄もよく 原田 マハ／著 徳間書店 2013 B913.6/ﾊﾗ
神去なあなあ夜話 三浦 しをん／著 徳間書店 2012 913.6/ﾐｳ
メロディ・フェア 宮下 奈都／著 ポプラ社 2011 B913.6/ﾐﾔ
みつばちと少年 村上 しいこ／著 講談社 2021 913/ﾑﾗ
ある日、アヒルバス 山本 幸久／著 実業之日本社 2010 B913.6/ﾔﾏ
雲と鉛筆 吉田 篤弘／著 筑摩書房 2018 913/ﾖｼ
アリスの見習い物語 カレン・クシュマン／著 あすなろ書房 1997 933/ｸｼ
靴を売るシンデレラ ジョーン・バウアー／著 小学館 2009 933/ﾊﾞｳ
ワーキング・ガール キャサリン・パターソン／作 偕成社 1994 933/ﾊﾟﾀ
リアル・ファッション ソフィア・ベネット／著 小学館 2012 933/ﾍﾞﾈ
庭師の娘 ジークリート・ラウベ／作 岩波書店 2013 943/ﾗｳ

ほか 山梨県立図書館


