
職業・資格・仕事の本（シリーズ図書）

番号 シリーズ名 出版社 出版年 請求記号 内容

なるにはＢＯＯＫＳ

１３７巻 ぺりかん社 1996～ 366

補巻13巻

しごと場見学！ Y366

しごとの現場としくみがわかる ぺりかん社 2009～ J366

１５巻

会社のしごと

会社の中にはどんな職種があるのかな？ ぺりかん社 2011～ Y366

３巻

ほるぶ社 2001～

70巻

すきな仕事実現シリーズ
　なり方完全ガイド

学研 2001～ Y366
一つのジャンルについて、関わり方で選んだ仕事について「どんな仕事？」「な
るためのポイント」「将来はこうなる」などで構成。

10巻

「食にかかわる仕事」
料理人など「食を作る」仕事から、栄養士など「食についてアドバイスする」仕
事、飲食店舗オーナーの仕事、食品メーカーでの仕事など「食」への関わり方で
選ぶ２８の仕事について、その仕事内容となり方をジャンル別に紹介。

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

知りたい！なりたい！
職業ガイド

Y366
T366

「売るしごと」
住宅メーカーの営業、飲食店の店長、製薬会社のＭＲなど「売るしごと」をしている人
たちを取材し、そのしごと内容を紹介する。

第一線で活躍する人たちの生きた仕事現場を取材するほか、歴史や全体像、将来
性も含めながら解説。なるための適性や心構え、必要な資格なども紹介する。参
考文献や、問い合わせ先なども詳しく紹介する。

ひとつの会社の中にも様々な職種がある。「考えるしごと」「つくるしごと」
「売るしごと」など、職種別に紹介する。
ひとつの会社の中にも様々な職種がある。「考えるしごと」「つくるしごと」
「売るしごと」など、職種別に紹介する。

いろいろな現場における職種を網羅し、現場のしくみを紹介する。そこで働く
人々へのインタビューも掲載。

現場で働く人たちのインタビューとともに紹介。仕事のようすや就職するための
方法などをコミックと文章でガイドし、適性診断も収録。例えば、「語学をいか
す仕事」「美容にかかわる仕事」など。

「病院で働く人たち」
病院で働くいろいろな職種を網羅し、病院の現場としくみを紹介。外科医、理学療法
士、救急救命士、診療放射線技師など、実際に病院で働く人たちのインタビューも掲載
する。
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番号 シリーズ名 出版社 出版年 請求記号 内容

岩波書店 1996～ Y080 岩波ジュニア新書、岩波新書の中から、職業に関する本を取り上げました。

ポプラ社 2009～ Ｊ366

　　7 乗り物の仕事、10おしゃれにかかわる仕事、15環境を守る仕事、　22福祉の仕事

　　23食べ物をつくる仕事、32くらしを守る仕事、３３農水産物をあつかう仕事

５教科が仕事につながる！中学校
の科目からみるぼくとわたしの職
業ガイド

ぺりかん社 2007～ Y366
主要５教科・別巻で他の教科が職業でどのように役立っているのかを紹介する。
あこがれの職業から、学習のモチベーションを高める。

国語・数学・理科・社会・英語
技術家庭・美術・保健体育

「理科の時間」
中学校の主要５教科が将来職業でどう役立っているのかを紹介するシリーズ。この巻で
は、Ｆ１エンジニア、建築家、消防官、美容師、医師、宇宙飛行士といった、「理科」
の力を活かして働いている人を紹介する。

農家になろう 農文協 2012～ J610

５巻

地球を救う仕事 汐文社 2008～ Y333

１４歳になったら考える

５巻

探検！ものづくりと仕事人 ぺりかん社 2012～ J588

「これが好き！」と思ったら、読む本 J589

２巻

「マヨネーズ、ケチャップ、しょうゆ」

「ジーンズ、スニーカー」

岩波ジュニア新書
岩波新書

職場体験完全ガイド

Ⅺ

Ⅹ

Ⅸ

Ⅷ

Ⅶ

Ⅵ

ものができるまで＆かかわる仕事人ＭＡＰ、仕事のやりがいや苦労がわかる仕事
人インタビューなどを通して、ものづくりを紹介する。

仕事の現場に完全密着、取材にもとづいた臨場感と説得力にあふれる職業ガイ
ド。

農家の仕事とは？一軒の専業農家に密着し、写真とともに紹介する。仕事の解説
と、未来の農家へのメッセージも紹介する。

「温暖化をくいとめたい」「命をすくいたい」など

世界が抱える問題を伝えながら、実際に地球を救う仕事に携わっている人の声を
通じて、子どもたちが何をすべきかを考えるシリーズ。
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シリーズ図書

番号 書名 出版社 出版年 請求記号 内容

Ⅰ

1 医師になるには ぺりかん社 2013.3
366
ﾅﾙ

第一線で活躍する人たちの生きた仕事現場を取材するほか、医師の世界を歴史や全体
像、将来性も含めながら解説。なるための適性や心構え、必要なスキルなども紹介する

2 管理栄養士・栄養士になるには ぺりかん社 2013.1
366
ﾅﾙ

管理栄養士・栄養士の世界を歴史や全体像、将来性も含めながら解説。なるための適性
や心構え、必要なスキルなども紹介する。

3 NPO法人で働く ぺりかん社 2012.8
366
ﾅﾙ

日本の社会に噴出するさまざまな問題の解決に取り組むＮＰＯ法人の成り立ちや仕組
み、職場のようす、かかわる人びとの多様な仕事ぶり等をくわしく紹介する。ＮＰＯ法
人で働くために求められる資質や心構えなども掲載

4 「物流」で働く ぺりかん社 2012.6
366
ﾅﾙ

現代の暮らしを支える物流。宅配便、トラック、貨物列車、航空貨物の輸出入業務と
いった物流の現場で働く人たちの仕事を紹介し、就職の実際、物流の将来などを解説す
る。

5 ネイリストになるには ぺりかん社 2012.5
366
ﾅﾙ

ネイリストの世界を、歴史や全体像、将来性も含めながら解説。なるための適性や心構
え、必要なスキルなども紹介する。

6 環境技術で働く ぺりかん社 2012.2
366
ﾅﾙ

前例にとらわれない発想で、持続可能な未来を実現する環境技術の仕事。太陽光発電、
風力発電、バイオ燃料開発といった現場で働く技術者たちの仕事を紹介し、就職の実
際、環境技術の将来などを解説する。

7 中学校・高校教師になるには ぺりかん社 2012.2
366
ﾅﾙ

社会問題が凝縮して現れる中学・高校。生徒の大人への道を伴走する４人の教師の仕事
ぶりを冒頭で紹介、中高教師の世界一般について記し、さらに中高教師になるための資
格取得、採用システムについて説明する。

8
臨床検査技師・診療放射線技師・臨
床工学技師になるには

ぺりかん社 2011.12
366
ﾅﾙ

病院では医師や看護婦だけではなく、様々な専門的技術をもった医療技術者たちが働い
ています。その中で特に、臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学技師の仕事を紹介
し、その役割と魅力に迫ります

9
言語聴覚士・視能訓練士・義肢装具
士になるには

ぺりかん社 2011.12
366
ﾅﾙ

高度化した医療現場で、医師や看護師とともに様々な専門的技術を持って活躍する医療
技術者たち。言語聴覚士、視能訓練士、義肢装具士に注目し、その魅力に迫る。巻末に
「医療技術者養成施設一覧」も掲載。

10 作家になるには ぺりかん社 2011.12
366
ﾅﾙ

読書離れが叫ばれて久しい日本。一方で、携帯電話やインターネットでの配信小説な
ど、新しい形の読書が広まりつつある。素晴らしい小説の世界と作家への道を解説する

11 漁師になるには ぺりかん社 2011.12
366
ﾅﾙ

日本は、世界で一番多くの魚介藻類を食べている「魚食の民」。そんな日本人の需要を
満たす役割を果たしているのが漁師。自給率が低くなっている今、漁村では若者の力に
期待している。漁師の仕事と漁師になるための情報を収録

12 通訳・通訳ガイドになるには ぺりかん社 2011.11
366
ﾅﾙ

通訳に必要なのは語学力はもちろん、知識と教養も大切。通訳と通訳ガイドの仕事の実
状を、現在活躍している通訳者にインタビューしてわかりやすく解説。併せて、通訳に
なるための方法も説明する。１９８８年刊の改訂

なるにはBOOKS
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番号 書名 出版社 出版年 請求記号 内容

13 秘書になるには ぺりかん社 2011.11
366
ﾅﾙ

企業の役員が仕事に集中できるようにサポートし、 新のオフィス機器の導入や企業の
国際化により、高度なスキルと幅広い人間性が求められている秘書の仕事の実際から、
なり方までを解説します。

14 農業者になるには ぺりかん社 2011.11
366
ﾅﾙ

農業の世界を、歴史や全体像、将来性も含めながら解説。なるための適性や心構えなど
も紹介する。2000年版の大幅改定。

15 海上保安官になるには ぺりかん社 2011.10
366
ﾅﾙ

国境の 前線で犯罪の流入を阻止し、一分一秒を争う海難救助を行い、海上交通の安全
を確保し、きれいな海を守るという地球規模の課題にも取り組む。大海原を舞台に活躍
する国家公務員・海上保安官の仕事を紹介。

16 今からはじめる！就職へのレッスン ぺりかん社 2011.10
366
ﾅﾙ

働いていく上での心がまえと姿勢とは？　就職が決まった学生、学生の就職を支援する
人、企業の採用担当者、専門家へのインタビューとともに、今からはじめることがで
き、働くことを考えるときに役立つレッスンを紹介する。

17 弁護士になるには ぺりかん社 2011.10
366
ﾅﾙ

第一線で活躍する人たちの生きた仕事現場を取材するほか、弁護士の世界を、歴史や全
体像、将来性も含めながら解説。なるための適性や心構えなども紹介する。

18
社会福祉士・精神保健福祉士になる
には

ぺりかん社 2011.3
366
ﾅﾙ

第一線で活躍する人たちの生きた仕事現場を取材するほか、社会福祉士・精神保健福祉
士の世界を、歴史や全体像、将来性も含めながら解説。なるための適性や心構えなども
紹介する。

19 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ技師になるには ぺりかん社 2010.11
366
ﾅﾙ

第一線で活躍する人たちの生きた仕事現場を取材するほか、コンピュータ技術者の世界
を、歴史や全体像、将来性も含めながら解説。なるための適性や心構え、必要なスキル
なども紹介する。

20 消防官になるには ぺりかん社 2010.8
366
ﾅﾙ

第一線で活躍する人たちの生きた仕事現場を取材するほか、消防官の世界を、歴史や全
体像、将来性も含めながら解説。なるための適性や心構え、必要な資格なども紹介す
る。

21 パティシエになるには ぺりかん社 2010.7
366
ﾅﾙ

第一線で活躍する人たちの生きた仕事現場を取材するほか、パティシエの世界を、歴史
や全体像、将来性も含めながら解説。なるための適性や心構え、必要な資格なども紹介
する。

22 特別支援学校教師になるには ぺりかん社 2010.5
366
ﾅﾙ

第一線で活躍する人たちの生きた仕事現場を取材するほか、特別支援学校教師の世界
を、歴史や全体像、将来性も含めながら解説。なるための適性や心構え、必要な資格な
ども紹介する。

23 映像技術者になるには ぺりかん社 2010.5
366
ﾅﾙ

第一線で活躍する人たちの生きた仕事現場を取材するほか、映像技術者の世界を、歴史
や全体像、将来性も含めながら解説。なるための適性や心構え、必要な資格なども紹介
する。

24 小学校教師になるには ぺりかん社 2010.3
366
ﾅﾙ

第一線で活躍する人たちの生きた仕事現場を取材するほか、小学校教師の世界を、歴史
や全体像、将来性も含めながら解説。なるための適性や心構え、必要な資格なども紹介
する。

25 学術研究者になるには ぺりかん社 2010.1
366
ﾅﾙ

第一線で活躍する人たちの生きた仕事現場を取材するほか、人文・社会科学系の学術研
究者の世界を、歴史や全体像、将来性も含めながら解説。なるための適性や心構え、必
要な資格なども紹介する。

26 トリマーになるには ぺりかん社 2009.12
366
ﾅﾙ

第一線で活躍する人たちの生きた仕事現場を取材するほか、トリマーの世界を、歴史や
全体像、将来性も含めながら解説。なるための適性や心構え、必要な資格なども紹介す
る。
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番号 書名 出版社 出版年 請求記号 内容

27 警察官になるには ぺりかん社 2009.11
366
ﾅﾙ

第一線で活躍する人たちの生きた仕事現場を取材するほか、警察官の世界を、歴史や全
体像、将来性も含めながら解説。なるための適性や心構え、警察官採用試験なども紹介
する。

28 「教育」で働く ぺりかん社 2009.10
366
ﾅﾙ

第一線で活躍する人たちの生きた仕事現場を取材するほか、「教育」をとりまく世界
を、歴史や全体像、将来性も含めながら解説。なるための適性や心構え、さまざまな仕
事なども紹介する。

29 ライターになるには ぺりかん社 2009.9
366
ﾅﾙ

第一線で活躍する人たちの生きた仕事現場を取材するほか、ライターの世界を、歴史や
全体像、将来性も含めながら解説。なるための適性や心構え、必要な資格なども紹介す
る。

30 プロ野球選手になるには ぺりかん社 2009.8
366
ﾅﾙ

プロ野球選手になるにはどうすればいいのか？　実際にプロで活躍している選手の歩み
を紹介するほか、野球の歴史や、プロ球団に入るための手続きなどをわかりやすく解説
する。プロ野球の運営組織・球団一覧付き。

31 幼稚園教師になるには ぺりかん社 2009.6
366
ﾅﾙ

第一線で活躍する幼稚園教師たちを取材し、その仕事内容を、歴史や全体像、将来性も
含めながら解説。なるための適性や心構え、必要な資格なども紹介する。

32 裁判官になるには ぺりかん社 2009.6
366
ﾅﾙ

裁判員制度の導入など、改革の進む法曹界の 前線で活躍する裁判官たちの生きた仕事
現場を取材するほか、裁判官の世界を、歴史や全体像を含めながら解説。なるための適
性や心構えなども紹介する。

33 鍼灸マッサージ師になるには ぺりかん社 2009.5
366
ﾅﾙ

心と身体は一体、という考え方から、患者の自然治癒力を引き出す鍼灸師やマッサージ
師。大きなストレスに晒される現代の生活において、ますます需要が高まる彼らの仕事
を詳しく紹介。適性や心構え、必要な資格なども解説する。

34 国際公務員になるには ぺりかん社 2009.2
366
ﾅﾙ

第一線で活躍する人たちの生きた仕事現場を取材するほか、国際公務員の世界を、歴史
や全体像、将来性も含めながら解説。なるための適性や心構え、必要な資格なども紹介
する。

35 レーシングドライバーになるには ぺりかん社 2009.2
366
ﾅﾙ

第一線で活躍する人たちの生きた仕事現場を取材するほか、レーシングドライバーの世
界を、レースの歴史やドライバーを支える人びとの仕事も含めながら解説。なるための
適性や心構え、レーシングスクールなども紹介する。

36 薬剤師になるには ぺりかん社 2008.12
366
ﾅﾙ

第一線で活躍する人たちの生きた仕事現場を取材するほか、薬剤師の世界を、歴史・具
体的な仕事・医療現場での役割も含めながら解説。なるための適性や心構え、必要な資
格や進路なども紹介する。

37 パン屋さんになるには ぺりかん社 2008.7
366
ﾅﾙ

パン作りの現場で働く先輩たちが、仕事のシステムをはじめ、職場の環境、仕事への取
り組み方、修業の苦労話、製パン技術の学び方、パン作りの魅力などを語る。適性や心
構え、学校に通うメリット、就職の実際も紹介する。

38 建築技術者になるには ぺりかん社 2008.7
366
ﾅﾙ

主に建築工事の計画や工事管理などに携わる技術者の仕事や現場を紹介する。適性や心
構え、必要な資格や進路等も掲載。「建築家になるには」の姉妹編。

39 動物看護師になるには ぺりかん社 2007.12
366
ﾅﾙ

第一線で活躍する人たちの生きた仕事現場を取材するほか、動物看護師の世界を歴史や
全体像、将来性も含めながら解説。動物看護師のなりかたについて、適性や心構え、必
要な資格や進路なども紹介する

40 弁理士になるには ぺりかん社 2007.10
366
ﾅﾙ

第一線で活躍する人たちの生きた仕事現場を取材するほか、弁理士の世界を歴史や全体
像、将来性も含めながら解説。弁理士になるための適性や心構え、必要な資格や進路な
どを紹介する

5 ページ



番号 書名 出版社 出版年 請求記号 内容

41 「福祉」で働く ぺりかん社 2007.9
366
ﾅﾙ

あたたかな心で困っている人を助ける、「福祉」関係の仕事。ホームヘルパーや手話通
訳士、福祉住環境コーディネーターなど、発展が期待される７つの職種をはじめとし
て、中心的な職種からあまり知られていない職種までを解説。

42 検察官になるには ぺりかん社 2007.8
366
ﾅﾙ

事件の真実を解明するため、日々奮闘する検察官。社会の裏面に潜む目に見えない犯罪
について、みずから動き捜査する特捜部、検察の一翼をになう副検事や検察事務官も登
場し、社会正義を守る法律専門家の仕事のすべてを紹介。

43 フォトグラファーになるには ぺりかん社 2007.5
366
ﾅﾙ

カメラを構え、シャッターを押した瞬間がフォトグラファーの始まり。第一線で活躍す
るプロの魅力を紹介しながら、仕事の現場や撮影への原動力、プロへのなりかたを示
す。写真というメディアの過去・現在・未来にもふれる一冊。

44 声優になるには ぺりかん社 2007.3
366
ﾅﾙ

アニメや映画の日本語版吹き替えでおなじみの声優。声だけだから簡単そう、なんて
思っていませんか？　声だけでキャラクターの魅力を伝えるのは大変なこと。声優とい
う仕事の難しさや奥深さ、やりがいについて解説します。

45 ケアマネジャーになるには ぺりかん社 2006.12
366
ﾅﾙ

ケアマネジャーは、介護を必要とする人の相談に乗り、日常生活の状況を把握して、適
切なケアプランを作成していきます。実際に現場で働いているケアマネジャーの話を収
録。仕事の内容や、適正、心構えなどを解説する。

46 パイロットになるには ぺりかん社 2006.11
366
ﾅﾙ

おもに航空会社や他の民間企業のパイロットの仕事内容やなり方を、実際にその職業に
就いている先輩方の話を交えつつ説明する。フローチャートや航空会社一覧なども掲
載。

47 「和の仕事」で働く ぺりかん社 2006.8
366
ﾅﾙ

和菓子職人、畳職人、表具師、指物師、花火師、ガラス風鈴職人など、「衣食住」と
「遊」にかかわる和の仕事を紹介。その仕事内容や、その職業のなり方などを、実際に
その職業に就いている先輩方の話を交えつつ説明する。

48 ミュージシャンになるには ぺりかん社 2006.8
366
ﾅﾙ

ミュージシャンって、派手そう？　気むずかしそう？　お金持ちそう？　さまざまな
「ミュージシャン」「アーティスト」を取材し、音楽で食べていくとはどういうことか
を、分かりやすく紹介する。

49 旅行業務取扱管理者になるには ぺりかん社 2006.6
366
ﾅﾙ

快適に、安く、安全に…。それぞれの旅をより魅力的なものにするために活躍する旅行
業務取扱管理者。資格取得の方法から実際の生かし方まで、旅行業界の現状に合わせて
詳しく紹介する。旅行関連の用語の解説も追加。

50 ロボット技術者になるには ぺりかん社 2006.4
366
ﾅﾙ

ロボットが空を飛び、悪い人をやっつけるのは少し先だろうけれど、人の役に立つこと
のできるまでには進化している。日本の主要産業として期待されるロボットの魅力と、
ロボット技術者になるためのノウハウや現場などを紹介。

51
ブライダルコーディネーターになる
には

ぺりかん社 2006.3
366
ﾅﾙ

結婚は新たな人生の第１歩。しかし挙式・披露宴を行うにはわからないことがたくさん
あります。そんなときに結婚式にまつわる知識を駆使してサポートするブライダルコー
ディネーターの仕事の実際からなり方までを解説します。

52 冒険家になるには ぺりかん社 2006.2
366
ﾅﾙ

「冒険家」とはどのような人たちなのでしょう。冒険心の裏側に、しっかりした計画の
裏打ち。そんな冒険家たちの生き方を紹介し、冒険の歴史や活動するフィールド、冒険
家になるための具体的な方法などを解説。

53 「運転」で働く ぺりかん社 2006.2
366
ﾅﾙ

バス運転手、バスガイド、トラック運転手、宅配便ドライバー、バイク便ライダーな
ど、人をのせ、物をのせ、今日も道路を駆けぬける、輸送というシステムにかかわる人
びとの仕事の実際から、なり方まで解説。

54 音響技術者になるには ぺりかん社 2005.12
366
ﾅﾙ

クリエイティブな感覚とメカニカルな知識の双方が求められ、レコーディング、舞台、
放送に「音」という命を吹き込む職業・音響技術者。レコーディングエンジニア、Ｐ
Ａ、ＭＡの、さまざまな現場での仕事内容について解説する。
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55 動物と働く ぺりかん社 2005.9
366
ﾅﾙ

動物にかこまれ、動物といっしょに働く仕事を紹介。獣医や飼育係、トリマーだけでは
ない、新分野の職業を取り上げる。ブリーダー、ペットシッター、ペットホテルオー
ナー、写真家、学術研究者、イラストレーターなどを解説。

56 森林で働く ぺりかん社 2005.9
366
ﾅﾙ

国土の３分の２が森林の日本は、世界的な森林大国である。林業技術者、炭焼き職人、
製材作業者、きのこ生産者、インタープリター、猟師、樹木医など、森林をつくり、育
み、守り、伝え、自然の恵みを活用する職業を紹介。

57 おもちゃクリエータになるには ぺりかん社 2005.7
366
ﾅﾙ

おもちゃは、いまや 先端の技術も取り入れてつくられ、子どもはもちろん、多くの人
びとを魅了している。おもちゃを生み出す、おもちゃクリエータたちの奮闘ぶりとその
世界について紹介。

58 建築家になるには ぺりかん社 2005.5
366
ﾅﾙ

学校や病院、劇場、デパート、オフィスビル、住宅など、社会にはさまざまな建築物が
あります。その用途に応じて設計図をつくるのが建築家の仕事。建築設計の現場、世
界、収入と生活、建築家になるための方法を紹介。

59
不動産鑑定士・宅地建物取引主任者
になるには

ぺりかん社 2004.12
366
ﾅﾙ

不動産の価値を、必要に応じ適正に評価するのが、不動産鑑定士。不動産の売買、賃貸
借など取引の仲介をするのが、宅地建物取引主任者。そんな不動産のプロフェッショナ
ルたちの世界を紹介する。

60 臨床心理士になるには ぺりかん社 2004.1
366
ﾅﾙ

心理カウンセラー、セラピストなどと呼ばれる臨床心理士になるためには、どのような
進路を取ればよいかを解説。また臨床心理士が活躍している事例を挙げる。受験資格が
取れる指定大学院一覧付き。２００１年刊の改訂版。

61 ＣＧクリエータになるには ぺりかん社 2004.9
366
ﾅﾙ

ＴＶや映画、ゲーム、インダストリアルデザイン、ファッションなど様々な分野で活躍
するＣＧクリエータの仕事や体験談、ＣＧクリエータになるための方法を紹介する。１
９９６年刊「ＣＧクリエイターになるには」の改題改訂。

62 プロサッカー選手になるには ぺりかん社 2004..4
366
ﾅﾙ

世界一の人気スポーツ、サッカーを職業にするということは、どういうことなのだろう
か？　プロになるとは、どういうことなのだろうか？　Ｊリーガーのドキュメント、プ
ロサッカーの世界、プロへの道などを紹介する。

63 社会保険労務士になるには ぺりかん社 2004.2
366
ﾅﾙ

会社で働く人の年金・社会保険・雇用保険などの手続きをする社会労務士。具体的な仕
事の内容や、なるための方法について解説。

64 美容業界で働く ぺりかん社 2004.2
366
ﾅﾙ

髪形から女性の美しさをひき出す美容師、からだ全体の美しさを追求するエステティ
シャン、装いの中に美を求めるファッションデザイナー。美しさを演出する人と仕事を
紹介する。

65 空港で働く ぺりかん社 2004.2
366
ﾅﾙ

空港では、管制官をはじめ整備士などいろいろな職種や多くの人が働いています。それ
らの職業の紹介、なるための方法など解説。

66 ファッションデザイナーになるには ぺりかん社 2003.12
366
ﾅﾙ

普段、私たちが身に着けている衣服や身のまわりの小物のデザインにかかわるファッ
ションデザイナー。時代を先取りして、アイデアの引出しを豊富にもつファッションデ
ザイナーの世界を紹介する。９１年刊の改訂。

67 イラストレーターになるには ぺりかん社 2003.11
366
ﾅﾙ

人気稼業のイラストレーターになること自体は難しくなくても、成功するのは簡単では
ない。イラストレーターの世界を紹介し、職業としての心構え、仕事の探し方や増やし
方、売り込みのノウハウなど実践的情報を紹介する。

68 カフェ・喫茶店オーナーになるには ぺりかん社 2003.6
366
ﾅﾙ

人々にくつろぎのひとときをもたらすカフェや喫茶店。カフェや喫茶店で働きたいとい
う人に、接客や調理などの日常の仕事から、お店をもつ方法までを詳しく紹介。経営者
の体験談も掲載。
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69 「働く」を考える ぺりかん社 2003.5
366
ﾅﾙ

そもそも「働く」とは、「就職」とはどういうことか。これから社会へ出ていこうとす
る高校生を中心とした若者に、セルフチェック表や職業ガイドなどによって豊富に適職
探しをサポートする。

70
保健師・助産師・養護教諭になるに
は

ぺりかん社 2003.5
366
ﾅﾙ

福祉活動を行う保健師、妊娠・分娩への援助を行う助産師、子どもの健康問題を専門と
する養護教諭。それぞれの仕事内容や適性、心構えなどを説明する。２０００年刊「保
健婦・助産婦・養護教諭になるには」の改題改訂版。

71
グリーンコーディネーターになるに
は

ぺりかん社 2003.5
366
ﾅﾙ

人間の生活空間の中で、人と植物が調和共存できるようコーディネートするグリーン
コーディネーター。今後更に求められるであろう、この癒し系職業に密着取材し、仕事
ぶりを紹介。カラー口絵あり。９８年刊の改訂。

72 美容師・理容師になるには ぺりかん社 2003.2
366
ﾅﾙ

髪をデザインし、人々に喜ばれる美容師・理容師の職業について紹介。資格について解
説。

73 自衛官になるには ぺりかん社 2002.8
366
ﾅﾙ

国外からの脅威に備え、災害などの緊急時にも出動し、国際平和にも寄与する自衛隊。
地球上に、紛争、内乱、自然災害に苦しむ人が大勢いる現在、活躍の場は世界中に広
がっている。自衛官になるための情報を詳しく掲載。

74 歯科衛生士・歯科技工士になるには ぺりかん社 2002.8
366
ﾅﾙ

歯科医師の仕事をサポートする歯科衛生士・歯科技工士というスペシャリストの仕事と
は？　その仕事のあらましや役割、なりかたなどを紹介する。

75 看護師になるには ぺりかん社 2002.8
366
ﾅﾙ

患者さんが快適な生活を送れるように援助する看護の仕事。医師が行う病気の診察や治
療の手助けも行う。超高齢社会を迎え、看護師への期待も高まる中、看護師のすべてを
紹介する。「看護婦になるには」の改訂。

76
スチュワーデス・スチュワードにな
るには

ぺりかん社 2002.7
366
ﾅﾙ

旅の始まりと終りのパートナーとして大空を飛び、お客様を満足させるスチュワーデ
ス・スチュワード。プロに徹した客室乗務員の仕事の現場を紹介するとともに、なるた
めの勉強方法や乗務までの道筋も解説します。

77 グラフィックデザイナーになるには ぺりかん社 2002.7
366
ﾅﾙ

人目を引く広告ポスター、雑誌のレイアウト、街でよく見かけるサインの数々。そう、
グラフィックデザイナーの仕事の場は広く、多面的なのです。こうした仕事を幅広く紹
介し、あわせてなり方についても解説します。

78 政治家になるには ぺりかん社 2002.5
366
ﾅﾙ

国民の「幸せ」を創る仕事・政治家。選挙というハードルを越えた先で、あなたを待っ
ているのは「激務」です。ただし、やりがいは保証します。「政治家になるには」につ
いての疑問に答える本。

79 美術家になるには ぺりかん社 2002.4
366
ﾅﾙ

今や美術も社会との関わりなしには成功しない。美術とは？　表現とは？　芸術の行き
着く先とは？　永遠の課題を模索し続ける美術家の世界と、現代美術家の現在とこれか
らを紹介。創作活動の魅力と現実がわかる１冊。

80 国家公務員になるには ぺりかん社 2002.4
366
ﾅﾙ

教育、福祉、環境と現代の日本には問題が山積み。理想の社会の実現に向けて働いてみ
たい人のために、幅広い分野にわたる国家公務員の仕事を紹介し、そのなり方について
も詳しく解説する。

81 編集者になるには ぺりかん社 2002.3
366
ﾅﾙ

「編集」とはその言葉どおり、多くの人と協力しあって、一つのものを作り上げていく
作業。雑誌や書籍などの印刷物の編集者をとりあげ、その仕事の実際を紹介。また、編
集の仕事に就く方法を探る。

82 音楽家になるには ぺりかん社 2002.3
366
ﾅﾙ

小沢征爾をはじめ、日本を代表する音楽家が多数登場、その人生の軌跡を描く。志望者
はもちろん、愛好家にも興味深い「一流」からのメッセージを収録。養成機関・コン
クールなど付録も充実している。
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83 学芸員になるには ぺりかん社 2002.2
366
ﾅﾙ

美術館や博物館で働き、美術品・文化財などを活かすことが仕事の学芸員。そんな学芸
員の仕事を紹介し、あわせてなり方についても解説する。実際の学芸員へのインタ
ビューや博物館学開講大学一覧を収録する。

84 司書・司書教諭になるには ぺりかん社 2002.2
366
ﾅﾙ

多くの人々に図書館を理解してもらうために、図書館および司書・司書教諭の仕事の現
実を紹介。司書の資格取得や、図書館への就職ガイドとしても役立つ。１９９３年刊
「司書・学芸員になるには」から独立。

85 自然保護レンジャーになるには ぺりかん社 2002.1
366
ﾅﾙ

国立公園やサンクチュアリ、身近な自然の中で、自然を守るために活動している自然保
護レンジャー。環境省や民間レンジャーの話を聞き、レンジャーの職に就くための道筋
を紹介。自然保護ボランティアも付す。９４年刊の改訂。

86 環境スペシャリストになるには ぺりかん社 2002.1
366
ﾅﾙ

今や環境問題は全世界の人にとって 大の関心事になっている。早急な対応が必要な環
境問題を取り上げ、それらの問題に取り組み、根本的な解決策を探している人たちの話
を聞く。また環境を守る仕事に就くための道筋も紹介する。

87 自動車整備士になるには ぺりかん社 2001.9
366
ﾅﾙ

急速に進化しつつある自動車の変化に伴い、自動車整備士の仕事も細分化の傾向にあ
る。自動車ディーラーからレーシングカーまで様々な自動車整備士を紹介しつつ自動車
の将来を見つめ、あるべき自動車整備士の姿・なり方を詳説。

88 印刷技術者になるには ぺりかん社 2001.9
366
ﾅﾙ

文字を美しく組んだり、写真を本物と同じようにきれいに再現したりする「印刷技術
者」は、文化を支える縁の下の力持ち。現場のプロのインタビューや仕事内容、就職の
方法等を紹介。あわせて製本技術者についても収録する。

89 工芸家になるには ぺりかん社 2001.7
366
ﾅﾙ

染、織、漆工、木工、人形…工芸大国といわれるほど多彩な日本の工芸。私たちの生活
を彩り、豊かにし、潤いをもたらす美しい諸道具を作り出す工芸家になるための方法や
ものづくりに生きる人々の世界を紹介。

90 俳優になるには ぺりかん社 2001.6
366
ﾅﾙ

人に感動とあこがれを抱かせる映画や演劇。そのなかでの俳優の役割とは？　演技と
は？　個性あふれる俳優たちの魅力と表現者としての苦悩と喜び、そしてその現実の世
界を紹介する。

91 販売員になるには ぺりかん社 2001.4
366
ﾅﾙ

さまざまなジャンルで活躍する販売員たちの言葉を通し、販売のプロとしての心得と、
なるための道を紹介する。

92 船長になるには ぺりかん社 2001.4
366
ﾅﾙ

海洋に囲まれた日本に船は不可欠だ。コンテナ船、海洋調査船等、様々な船舶を紹介。
また、船長をはじめ一等航海士や司厨長等の船内の各役職及び実際の就職状況も細説す
る。

93 行政書士になるには ぺりかん社 2001.4
366
ﾅﾙ

単に書類を書くだけじゃない、依頼者の目的達成のための併走者である行政書士。実際
の行政書士４人のドキュメントやその仕事内容等多岐にわたって紹介し、あわせてなり
方も解説する。

94 臨床心理士になるには ぺりかん社 2001.3
366
ﾅﾙ

心理カウンセラー、スクールカウンセラー、セラピストなどと呼ばれる臨床心理士にな
るためには、どのような進路を取ればよいかを解説。また臨床心理士が活躍している事
例を挙げる。受験資格が取れる指定大学院一覧付き。

95 獣医師になるには ぺりかん社 2001.3
366
ﾅﾙ

平穏なときも、災害時も、あらゆる動物のため日々奮闘を続ける獣医師。多様化する一
方の獣医師の仕事の現場を多岐にわたって紹介し、獣医師の世界の実状、なり方もあわ
せて解説します。

96 公認会計士になるには ぺりかん社 2001.2
366
ﾅﾙ

公正・中立な第三者として、経済社会になくてはならない公認会計士たち。難関といわ
れる資格試験をくぐりぬけ、現在活躍している公認会計士の姿を通し、経済社会におけ
るその役割と魅力に迫り、あわせてなり方も紹介。
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97 宇宙飛行士になるには ぺりかん社 2000.12
366
ﾅﾙ

人類 後の冒険に旅立とう！　宇宙飛行士が特別な人であった時代は、すでに終わりま
した。明日は、あなたが主人公です。変わりゆく宇宙飛行士の仕事となりかたを、宇宙
開発にかかわる専門家が詳説。

98 税理士になるには ぺりかん社 2000.11
366
ﾅﾙ

税理士の生活、やりがいはどのようなものだろう？　４人の税理士が登場するドキュメ
ントと、税理士の世界の紹介、税理士になる方法を掲載。実際に活躍している税理士の
クリエイティブな仕事がわかる。

99 花屋さんになるには ぺりかん社 2000.7
366
ﾅﾙ

知っているようで知らない花屋さんの現実を、仕事の喜びだけではなく、辛いことや厳
しい現実についても詳しく説明する。色々な花屋さんの苦労と成功話を織り交ぜた、あ
こがれを現実に変えるための第一歩の本。

100 保育士になるには ぺりかん社 2000.7
366
ﾅﾙ

保育士の仕事は子どもと遊ぶだけでは務まらない。少子化時代のいま、求められる新し
い保育士の役割、仕事の実際など保育士の世界を紹介し、資格取得、実習、適性等を説
明。９７年刊「保母になるには」の改題。

101 ゲームクリエータになるには ぺりかん社 2000.6
366
ﾅﾙ

ゲームにハマっていても、すると作るじゃ大違い。それでもゲームクリエータになりた
いというなら、自分がゲームづくりのどの分野で活躍できるか考えてみませんか。ゲー
ムクリエータの仕事の中身を紹介

102 杜氏になるには ぺりかん社 2000.4
366
ﾅﾙ

杜氏は、日本酒を造る職人たちの総責任者。コンピュータの導入や職場環境の改善に取
り組み、クリエイティブな仕事に憧れた若者が関心をもつようになった。魅力的な仕事
として再発見された杜氏の仕事を紹介。

103 通関士になるには ぺりかん社 2000.3
366
ﾅﾙ

通関とは、輸入・輸出をしようとする人（会社）が、国に申告して許可を受ける手続き
のこと。通関業者に所属し、税関への申告を行なう通関士の仕事を紹介するとともに、
その適性・試験などについても詳説。

104 介護福祉士になるには ぺりかん社 2000.2
366
ﾅﾙ

介護福祉士は、超高齢化社会に突入する日本が、２１世紀に も必要とする専門職。介
護福祉士の世界がわかる実践事例、介護福祉士になるための心構え、資格取得の方法、
就職への道などを紹介する。

105 理系のススメ ぺりかん社 2000.1
366
ﾅﾙ

みんな科学の時代に生まれ育った科学の子。でも 近は環境問題などで科学の評判が悪
い。とはいえ結局は科学の力で解決しなければならないのも事実。理系に進み、難しい
けど人の役にたつ仕事をめざしませんか。

106 ソムリエ・バーテンダーになるには ぺりかん社 1999.12
366
ﾅﾙ

ワインのプロであるソムリエ。安らぎの時間、場所、そしてお酒を提供するバーのプロ
といえるバーテンダー。くつろぎの時間をよりよくするプロのサービス業を、さまざま
な角度から紹介する。

107 作業療法士になるには ぺりかん社 1999.12
366
ﾅﾙ

身体的・精神的障害を持つ人たちの社会復帰を援助するリハビリテーション医療の専門
職、作業療法士の生の声や姿を紹介し、仕事内容、養成校、国家試験、就職について詳
しく解説する。

108 お笑いタレントになるには ぺりかん社 1999.6
366
ﾅﾙ

学校の勉強が嫌い、運動も得意じゃない。でも人を笑わせることは得意だから、お笑い
タレントにでもなるか…。そんなに簡単なものじゃない。厳しいお笑いの世界とお笑い
タレントになるための方法を教えます。

109 青年海外協力隊員になるには ぺりかん社 1999.5
366
ﾅﾙ

二年間という期限付きのボランティア「青年海外協力隊」。応募から採用までの手順
や、様々な仕事の内容、異国での生活、派遣から帰国後の進路・再就職までを詳しく解
説する。先輩たちの体験談も多数収録。

110
スポーツインストラクターになるに
は

ぺりかん社 1999.3
366
ﾅﾙ

だれもが親しむことが出来る生涯スポーツ。現在、社会のニーズに応えられる質の高い
インストラクターが必要とされている。現役のスポーツインストラクターのインタ
ビューや、なるための方法を幅広く紹介する。
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111
インテリアコーディネーターになる
には

ぺりかん社 1999.01
366
ﾅﾙ

人の暮らしを彩るインテリアのプロフェッショナル、インテリアコーディネーター。具
体的な仕事の内容を、実際に働いている人々の様子などを通じて紹介し、なるための方
法や資格について詳しく解説する。

112 フードコーディネーターになるには ぺりかん社 1998.10
366
ﾅﾙ

健康で楽しく、おいしく豊かな「食のシーン」を提案するフードコーディネーター。今
注目のこの世界の魅力と厳しさを紹介し、プロとして仕事をするのに必要な資質や能
力、アプローチ法まで解説。

113 中小企業診断士になるには ぺりかん社 1998.10
366
ﾅﾙ

日本の会社の９割は中小企業。その経営の実態を総合的に調査・検討し、問題点を指摘
して改善のための具体的方法を勧告する、いわば中小企業のドクターともいえる中小企
業診断士の世界をすべて紹介する。

114 ツアーコンダクターになるには ぺりかん社 1998.10
366
ﾅﾙ

旅の演出家・ツアーコンダクターは華やかなイメージで人気の職業。影の苦労も含め、
現役たちの生の声を通して業界の現状と将来、業務の実際からなるための方法までを紹
介する。１９９０年刊の改訂。

115 動物訓練士になるには ぺりかん社 1998.7
366
ﾅﾙ

盲導犬、警察犬、麻薬探知犬、災害救助犬など、社会で活躍する働く犬の訓訓練士。し
つけのできていない家庭犬の訓練士。そんな訓練士たちの奮闘ぶり、心温まるエピソー
ド、そしてなり方などを満載。

116 棋士になるには ぺりかん社 1997.5
366
ﾅﾙ

頭脳ゲームのプロになりたい人のために、奥深い将棋・囲碁の世界を紹介。実力次第の
厳しい勝負の世界で生きる棋士たちの激しい攻防戦を紹介し、あわせてなるための道の
りを解説。

117
ケーキ屋さん・パン屋さんになるに
は

ぺりかん社 1997.5
366
ﾅﾙ

ケーキ屋さん・パン屋さんを代表する人達の話を通して、仕事を多面的に紹介。資格に
ついても解説。

118 外交官になるには ぺりかん社 1997.1
366
ﾅﾙ

あらたな変動の時代をむかえた世界。その中で外交官は自分の国の利益を守ると同時
に、平和な国際社会をめざしてさまざまな問題の解決に当たっている。外交官の現実の
姿を紹介し、外交官になる方法を解説。

119 落語家になるには ぺりかん社 1996.11
366
ﾅﾙ

おなじみの落語家たちの貴重な話を通して、その魅力や素顔を紹介し、これまであまり
語られなかった落語家になるための道をくわしく解説。本当に落語家になるためのハウ
ツーをまじめに本にした実用書。

120 歯科医師になるには ぺりかん社 1996.11
366
ﾅﾙ

欧米にくらべて低かった歯と歯科医への関心が高まり芸能人ならずとも歯が命になって
きている。虫歯を直すだけではない健康を守る職業、歯科医師の幅広い活躍の場を紹
介、医師になる為のコースを解説。

121 心理カウンセラーになるには ぺりかん社 1996.6
366
ﾅﾙ

心理カウンセラーは相談者の悩みを心理学的な立場から援助していく「心の専門家」で
す。心理カウンセラーの活動を幅広く紹介し、なるための勉強方法、資格などを詳しく
述べます。

122 料理人になるには ぺりかん社 1996.5
366
ﾅﾙ

一流の料理人も、そう呼ばれるまでには並々ならぬ苦労、努力がある。日本の料理界を
代表する人達の話を通して、料理人という仕事を多面的に紹介。調理師の資格について
も解説。「調理師になるには」の改題。

123 モデルになるには ぺりかん社 1996
366
ﾅﾙ

国際的に活躍しているモデルもいます。実体験の話を通して、その魅力や素顔を紹介
し、詳しく解説。

124 弁護士・検察官・裁判官になるには ぺりかん社 1996
366
ﾅﾙ

無実を信じて闘う弁護士。汚職を摘発する検察官。中立に国民の権利義務を決定する裁
判官。法曹界で働くさまざまな人々の姿や、その仕事につくための方法をくわしく紹
介、解説する。
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125 エンジニアになるには ぺりかん社 1995.7
366
ﾅﾙ

エンジニアの語源はラテン語で「工夫をこらす人、考案をする人」の意味。つまり、今
までにないオリジナリティーあふれる仕事をするのがエンジニアなのです。そんな刺激
的な職業をのぞいてみませんか。

126 力士になるには ぺりかん社 1994.12
366
ﾅﾙ

貴乃花が横綱に昇進し、絶大な人気を誇る大相撲。その魅力と力士への道を多くのエピ
ソードを交えながら案内。入門の方法、力士の入門の動機などを紹介、あわせて国技を
支える裏方さんへの道も紹介。

127 宗教家になるには ぺりかん社 1994.11
366
ﾅﾙ

宗教家として生きることは容易なことではなく数々の困難をともなう。宗教家を職業の
一つとしてとらえ、日々の営みを詳しく紹介するとともに、宗教家に必要とされるもの
は何かを語りかける。

128 サイエンティストになるには ぺりかん社 1994.10
366
ﾅﾙ

サイエンティストとはどんな職業なのか。世界で活躍しているサイエンティストを紹介
する。現代の課題が山積みとなっている研究分野の解説、そして博士号取得の方法を説
明する。

129 国際協力専門家になる ぺりかん社 1982.10
366
ﾅﾙ

平和な国際社会をめざしてさまざまな問題の解決に当たっている外交官などの仕事の内
容、なり方を紹介。

130 東洋医療技術者になるには ぺりかん社 1982.4
366
ﾅﾙ

針灸師や指圧師などの東洋医療を行う技術者の職場と仕事を解説。また、専門学校など
も紹介。

131 伝統芸能家になるには ぺりかん社 1982.2
366
ﾅﾙ

伝統芸能の話芸を伝える落語家、舞台の上から芸術表現する歌舞伎・文楽・能など伝統
芸能の仕事の内容、なり方を紹介。

132 農業経営者になるには ぺりかん社 1981.12
366
ﾅﾙ

日本の農林業、畜産の仕事について紹介し、その心構えと、農業を学ぶための学校や養
成機関などを紹介する。

133 貿易商社マンになるには ぺりかん社 1981.11
366
ﾅﾙ

世界に羽ばたく貿易商社に勤める商社マンの仕事を紹介し求められている人物像や必要
とされる語学についても解説する。

134 漁業技術者になるには ぺりかん社 1981.11
366
ﾅﾙ

漁業関係の技術者は無線通信士・船舶操縦士・海技士など船の大きさによって必要な資
格が決められている。漁業に関する資格や仕事の内容を紹介。

135
公害防止管理者・環境計量士・作業環境
測定士になるには ぺりかん社 1981.3

366
ﾅﾙ

環境を守る環境スペシャリストの仕事。仕事の内容、どこで仕事をするか、なるための
方法、資格などを解説。

136 公務員になるには ぺりかん社 1980
366
ﾅﾙ

教育、福祉、環境など幅広い分野にわたる国家公務員をはじめ地方公務員の仕事を紹介
し、そのなり方についても詳しく解説する。

137 アナウンサー・Ｄ・Ｊになるには ぺりかん社 1982.4
366
ﾅﾙ

アナウンサー・DJなど、放送という仕事の内容と、実際ののアナウンサーが、自分がど
のようにしてアナウンサーになったかなどを紹介する。校内放送へのアドバイスも有
り。

138 司書・学芸員になるには ぺりかん社 1993.12
366
ﾅﾙ

文化と情報の担い手としての図書館司書・学芸員の仕事の実際を紹介。資格取得や、学
べる学校のガイドとしても役立つ。
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139
グラフィック・工業（インダストリア
ル）デザイナーになるには ぺりかん社 1982.4

366
ﾅﾙ

グラフィックデザイナーと工業デザイナーの活躍を紹介し、どういう仕事の内容か、な
るための心構えや適性テスト５０の質問などを紹介。

140 カメラマンになるには ぺりかん社 1979.8
366
ﾅﾙ

プロカメラマンの活動を紹介し、カメラマンの世界・カメラマンになるための方法や心
得・養成機関を紹介する。

141 作曲家・演奏家になるには ぺりかん社 1979.6
366
ﾅﾙ

プロの作曲家・演奏家・オペラ歌手が自らの体験を紹介。音楽の歴史や、日本の音楽
界・聴いておきたい名曲なども紹介する。プロらなるための条件やどんな大学があるか
などを紹介する。

142 探検家・登山家になるには ぺりかん社 1978.6
366
ﾅﾙ

資格があるわけではない探検家や登山家の、歴史や実際を解説する。また、登山や探検
に関する用語や、図書資料も紹介する。

Ⅱ

1 空港で働く人たち ぺりかん社 2013.3
J366
ﾅｶ

グランドスタッフ、航空整備士、航空管制官、入国審査官、パイロット、客室乗務員な
ど、空港で働くいろいろな職種を紹介。空港の現場としくみ、実際に働く人たちのイン
タビューも掲載する

2 船で働く人たち ぺりかん社 2013.3
J366
ﾔﾏ

クルーズ客船の船長、ばら積み船の航海士、ＬＮＧ船の機関士、海上保安庁の潜水士、
海上自衛隊の掃海隊員など、船で働くいろいろな職種を紹介。船の現場としくみ、実際
に働く人たちのインタビューも掲載する。

3 動物園・水族館で働く人たち ぺりかん社 2013.3
J366
ﾀｶ

飼育係、獣医師、飼料係、広報、イルカトレーナー、設備管理など、動物園・水族館で
働くいろいろな職種を紹介。動物園・水族館の現場としくみ、実際に働く人たちのイン
タビューも掲載する。

4 港で働く人たち ぺりかん社 2013.1
J366
ｵｵ

漁師、魚市場職員、船舶機器整備士、コンテナターミナルプランナー、運用管制官な
ど、港で働くいろいろな職種を紹介。港の現場としくみ、実際に働く人たちのインタ
ビューも掲載する。

5 保育園・遊園地で働く人たち ぺりかん社 2012.9
J366
ｷﾑ

保育士、看護師、栄養士、園長、事務職員、幼稚園教師、主幹教諭など、保育園・幼稚
園で働くいろいろな職種を紹介。保育園・幼稚園の現場としくみ、実際に働く人たちの
インタビューも掲載する

6 レストランで働く人たち ぺりかん社 2012.1
J366
ﾄﾀ

料理人、パティシエ、店長、マネージャー、フロアスタッフなど、レストランで働くい
ろいろな職種を紹介。レストランの現場としくみ、実際に働く人たちのインタビューも
掲載する。

7
スーパーマーケット・コンビニエン
スストアで働く人たち

ぺりかん社 2011.1
J366
ｱｻ

果部門スタッフ、ＣＳ部門スタッフなど、スーパーマーケット・コンビニエンスストア
で働くいろいろな職種を紹介。スーパーマーケット・コンビニエンスストアの現場とし
くみ、実際に働く人たちのインタビューも掲載する。

8 消防署・警察署で働く人たち ぺりかん社 2011.8
J366
ﾔﾏ

ポンプ隊員、警防課職員、救急救命士、地域警察官、白バイ隊員、鑑識係など、消防
署・警察署で働くいろいろな職種を紹介。消防署・警察署の現場としくみ、実際に働く
人たちのインタビューも掲載する。

9 ホテルで働く人たち ぺりかん社 2011.4
J366
ﾅｶ

ベルマン、フロントクラーク、コンシェルジュ、客室係、フローリスト、テレフォン
サービス、施設管理など、ホテルで働くいろいろな職種を紹介。ホテルの現場としく
み、実際に働く人たちのインタビューも掲載する。

しごと場見学！しごとの現場としくみがわかる
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10 美術館・博物館で働く人たち ぺりかん社 2011.3
J366
ｼｺ

研究員、教育ボランティア、展示係、学芸員、展示デザイナー、美術品輸送スタッフな
ど、美術館・博物館で働くいろいろな職種を紹介。美術館・博物館の現場としくみ、実
際に働く人たちのインタビューも掲載する。

11 介護施設で働く人たち ぺりかん社 2011.2
J366
ｼｺ

介護福祉士、生活相談員、医師、看護師、管理栄養士など、介護施設で働くいろいろな
職種を紹介。介護施設の現場としくみ、実際に介護施設で働く人たちのインタビューも
掲載する

12 学校で働く人たち ぺりかん社 2010.12
J366
ｼｺ

学校で働くいろいろな職種を網羅し、学校の現場としくみを紹介。教師、養護教諭、学
校司書、スクールカウンセラーなど、実際に学校で働く人たちのインタビューも掲載す
る。

13 放送局で働く人たち ぺりかん社 2010.1
J366
ﾔﾏ

放送局で働くいろいろな職種を網羅し、放送局の現場としくみを紹介。ニュースキャス
ター、スポーツ記者、プロデューサー、放送作家など、実際に放送局で働く人たちのイ
ンタビューも掲載する

14 駅で働く人たち ぺりかん社 2010.1
J366
ｼｺ

駅で働くいろいろな職種を網羅し、駅の現場としくみを紹介。駅長、駅員、運転士、車
掌、電気係員、車両係員、広報部員など、実際に駅で働く人たちのインタビューも掲載
する。

15 病院で働く人たち ぺりかん社 2009.5
J366
ｱｻ

病院で働くいろいろな職種を網羅し、病院の現場としくみを紹介。外科医、理学療法
士、救急救命士、診療放射線技師など、実際に病院で働く人たちのインタビューも掲載
する。

Ⅲ

1
会社のしごと3
考えるしごと
（企画・マーケティング）

ぺりかん社 2012.12
Y366
ｶｲ

身近なようで案外よくわかっていない「会社のしごと」。飲料メーカーの商品企画、コ
ンビニエンスストアの商品開発など「考えるしごと」をしている人たちを取材し、その
しごと内容を紹介する。

2
会社のしごと2
つくるしごと
（研究・開発・生産・保守）

ぺりかん社 2012.5
Y366
ｶｲ

身近なようで案外よくわかっていない「会社のしごと」。生活用品、おもちゃ、精密機
器、自動車、食品などを「つくるしごと」をしている人たちを取材し、そのしごと内容
を紹介する。

3
会社のしごと1
売るしごと
（営業・販売・接客）

ぺりかん社 2011.11
Y366
ｶｲ

身近なようで案外よくわかっていない「会社のしごと」。住宅メーカーの営業、飲食店
の店長、製薬会社のＭＲなど「売るしごと」をしている人たちを取材し、そのしごと内
容を紹介する。

Ⅳ

1 食肉にかかわる仕事 ほるぷ出版 2010.2
T366
ｼｮ

畜産従事者、食肉センタースタッフといった食肉にかかわる仕事を、現場で働く人たち
のインタビューとともに紹介。仕事のようすや就職するための方法などをコミックと文
章でガイドし、適性診断も収録。

2 家づくりにかかわる仕事 ほるぷ出版 2010.2
Y366
ｲｴ

大工職人、畳職人、左官職人といった家づくりにかかわる仕事を、現場で働く人たちの
インタビューとともに紹介。仕事のようすや就職するための方法などをコミックと文章
でガイドし、適性診断も収録。

3 リハビリにかかわる仕事 ほるぷ出版 2009.11
Y366
ﾘﾊ

リハビリ科専門医、言語聴覚士、義肢装具士といったリハビリにかかわる仕事を、現場
で働く人たちのインタビューとともに紹介。仕事のようすやその職業に就くための方法
などをコミックと文章でガイドし、適性診断も収録。

知りたい　なりたい　職業ガイド

会社のしごと　会社の中にはどんな職種があるのかな？
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4 アニメーションの仕事2 ほるぷ出版 2009.9
T366
ｱﾆ2

テレビ・アニメの映像を創作している演出スタッフ、背景美術スタッフ、撮影スタッフ
の仕事のようすや、その職業に就くための方法などを、マンガやインタビューを交えて
わかりやすく紹介する。

5 防犯にかかわる仕事 ほるぷ出版 2009.3
T366
ﾎｳ

セキュリティシステム開発者、セキュリティスタッフといった防犯に携わる仕事を、現
場で働く人たちのインタビューとともに紹介。仕事のようすやその職業に就くための方
法などをコミックと文章でガイドし、適性診断も収録。

6 インテリアを作る仕事 ほるぷ出版 2009.2
Y366
ｲﾝ

家具や照明のデザイナー、雑貨コーディネーターといったインテリアに携わる仕事を、
現場で働く人たちのインタビューとともに紹介。仕事のようすやその職業に就くための
方法などをコミックと文章でガイドし、適性診断も収録。

7 コンサートにかかわる仕事 ほるぷ出版 2009.1
T366
ｺﾝ

プロデューサー、ＰＡスタッフ、プロモーターなど、コンサートにたずさわる仕事を、
現場で働く人たちのインタビューとともに紹介。仕事のようすやその職業に就くための
方法などをコミックと文章でガイドし、適性診断も収録。

8 果物にかかわる仕事 ほるぷ出版 2008.12
673.7
ｸ

ルーツショップスタッフ、果物生産者、ワイン醸造家など、果物にたずさわる仕事を、
現場で働く人たちのインタビューとともに紹介。仕事のようすやその職業に就くための
方法などをコミックと文章でガイドし、適性診断も収録。

9 伝統工芸にかかわる仕事 ほるぷ出版 2008.10
T366
ｼﾘ2

漆塗り職人、打ち刃物職人、染め小紋職人など、伝統工芸にたずさわる仕事を、現場で
働く人たちのインタビューとともに紹介。仕事のようすやその職業に就くための方法な
どをコミックと文章でガイドし、適性診断も収録。

10 ホテルにかかわる仕事 ほるぷ出版 2008.3
Y366
ﾎﾃ

フロントマネージャー、コンシェルジュ、総料理長など、ホテルにかかわる仕事を、現
場で働く人たちのインタビューとともに紹介。仕事のようすやその職業に就くための方
法などをコミックと文章でガイドし、適性診断も収録。

11 広告制作にかかわる仕事 ほるぷ出版 2008.3
J366 コピーライター、アートディレクター、イラストレーター等、広告制作にかかわる仕事

を、現場で働く人たちのインタビューとともに紹介。仕事のようすやその職業に就くた
めの方法等をコミックと文章でガイドし、適性診断も収録。

12 ペットにかかわる仕事 ほるぷ出版 2008.2
Y366
ﾍﾂ

ペットショップスタッフ、ペットフード開発者など、ペットにかかわる仕事を、現場で
働く人たちのインタビューとともに紹介。仕事のようすやその職業に就くための方法な
どをコミックと文章でガイドし、適性診断も収録。

13 映画製作にかかわる仕事 ほるぷ出版 2008.1
Y366
ｴｲ

映画プロデューサー、映画監督、撮影監督といった映画製作にかかわる仕事を、現場で
働く人たちのインタビューとともに紹介。仕事のようすやその職業に就くための方法な
どをコミックと文章でガイドし、適性診断も収録。

14 化粧品にかかわる仕事 ほるぷ出版 2008.1
Y366
ｹｼ

化粧品開発者、美容部員、パヒューマーといった化粧品にかかわる仕事を、現場で働く
人たちのインタビューとともに紹介。仕事のようすやその職業に就くための方法などを
コミックと文章でガイドし、適性診断も収録。

15 加工食品にかかわる仕事 ほるぷ出版 2007.12
Y366
ｶｺ

冷凍食品開発者、乳製品製造技術者、醸造技術者といった加工食品にかかわる仕事を、
現場で働く人たちのインタビューとともに紹介。仕事のようすやその職業に就くための
方法などをコミックと文章でガイドし、適性診断も収録。

16 舞踊にかかわる仕事 ほるぷ出版 2007.11
Y366
ﾌﾖ

日本舞踏家、バレエダンサー、振付師といった舞踊にかかわる仕事を、現場で働く人た
ちのインタビューとともに紹介。仕事のようすやその職業に就くための方法などをコ
ミックと文章でガイドし、適性診断も収録。

17 街づくりにかかわる仕事 ほるぷ出版 2007.10
J366 空間デザイナー、ディスプレイ・デコレーターといった街づくりにかかわる仕事を、現

場で働く人たちのインタビューとともに紹介。仕事のようすやその職業に就くための方
法などをコミックと文章でガイドし、適性診断も収録。
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18 テレビＣＭにかかわる仕事 ほるぷ出版 2007.2
674
ﾃﾚ

クリエイティブディレクター、ＣＭプランナーといったテレビＣＭにかかわる仕事を、
現場で働く人たちのインタビューとともに紹介。仕事のようすやその職業に就くための
方法などをコミックと文章でガイドし、適性診断も収録。

19 競走馬にかかわる仕事 ほるぷ出版 2007.1
788
ｷﾖ

調教師、騎手、厩務員といった競走馬にかかわる仕事を、現場で働く人たちのインタ
ビューとともに紹介。仕事のようすやその職業に就くための方法などをコミックと文章
でガイドし、適性診断も収録。

20 地図にかかわる仕事 ほるぷ出版 2007.1
448
ﾁｽ

地形図製作者、撮影士、地図編集者といった地図にかかわる仕事を、現場で働く人たち
のインタビューとともに紹介。仕事のようすやその職業に就くための方法などをコミッ
クと文章でガイドし、適性診断も収録。

21 インターネットにかかわる仕事 ほるぷ出版 2007.1
J366 ウェブデザイナー、ネットワークエンジニア、情報セキュリティ担当者といったイン

ターネットに関わる仕事をインタビューとともに紹介。仕事の様子やその職業につくた
めの方法などをコミックと文章でガイドし、適性診断も収録。

22 書道にかかわる仕事 ほるぷ出版 2006.11
Y366
ｼｮ

書道師範、製筆技術者、製墨技術者、製硯技術者といった書道に関わる仕事を、実際に
働いている人たちへのインタビューとともに紹介。仕事の様子やその職業につくための
方法などをコミックと文章でガイドし、適性診断も収録。

23 ラジオにかかわる仕事 ほるぷ出版 2006.10
J366 番組責任者のディレクター、話術で魅了するラジオＤＪ、音の専門家ミキサーなど、ラ

ジオの番組制作にかかわる仕事を紹介。仕事の様子やその職業につくための方法などを
コミックと文章でガイドし、適性診断も収録。

24 野菜にかかわる仕事 ほるぷ出版 2006.3
626
ﾔｻ

野菜栽培従事者、青果市場スタッフ、加工食品開発者の３つの職業をインタビューとと
もに紹介。仕事の様子やその職業につくための方法などをコミックと文章でガイドし、
適性診断も収録。

25 新聞にかかわる仕事 ほるぷ出版 2006.3
Y366
ｼﾝ

文字で伝える新聞記者、写真で訴える報道カメラマン、それらをまとめる編集スタッフ
など、新聞製作にかかわる仕事を紹介。その仕事のようすや、その職業につくための方
法などをコミックと文章でガイドする。

26 日本の伝統にかかわる仕事 ほるぷ出版 2006.3
Y366
ﾆﾎ

日本の伝統を伝える仕事である、茶道講師、華道講師、和装師を取り上げる。それぞれ
のベテランが、就いている仕事と活躍している世界について紹介し、コミックガイド
と、３～５年経験している人へのインタビューで構成する。

27 歯にかかわる仕事 ほるぷ出版 2006.2
Y366
ﾊﾆ

歯科医師をはじめ、入れ歯や詰め物をつくる歯科技工士、歯の看護師・歯科衛生士の３
つの職業をインタビューとともに紹介。仕事の様子やその職業につくための方法などを
コミックと文章でガイドし、適性診断も収録。

28 音楽制作にかかわる仕事 ほるぷ出版 2006.2
Y366
ｵﾝ

音楽ディレクター、アレンジャー、シンセサイザープログラマーの３つの職業をインタ
ビューとともに紹介。仕事の様子やその職業につくための方法などをコミックと文章で
ガイドし、用語集や適性診断も収録。

29 プロ野球にかかわる仕事 ほるぷ出版 2006.1
J366 プロ野球選手のほか、試合の進行に欠かせないプロ野球審判、選手の高度な技術を支え

る野球用具製作スタッフを紹介する。コミックと文章でわかりやすくガイドし、適性診
断も掲載。

30 囲碁/将棋にかかわる仕事 ほるぷ出版 2005.3
Y366
ﾅﾘ

囲碁棋士、将棋棋士、用具製作者の仕事を紹介する。仕事のようす、その職業につくた
めの方法などをコミックと文章でガイド。現役の棋士や将棋駒彫り師へのインタビュー
も収録。

31 結婚式にかかかわる仕事 ほるぷ出版 2005.3
Y366
ﾅﾘ

ブライダルコーディネーター、指輪職人、衣装スタッフの、結婚式にかかわる３つの仕
事を紹介。コミックと文章でわかりやすくガイドし、適性診断も掲載。
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32 語学をいかす仕事 ほるぷ出版 2005.2
Y366
ｼﾘ

話す言語が違う両者の間に立ってコミュニケーションの手助けをする通訳、映像に収録
された言葉を翻訳して字幕で表現する字幕翻訳家、外国人に日本語を教え文化や習慣に
ついても理解を深めてもらう日本語教師の仕事を解説。

33 釣りにかかわる仕事 ほるぷ出版 2005.1
Y366
ｼﾘ

広大な海に囲まれて、乗客に釣りの楽しさと安全を提供する「遊漁船船長」、釣り人が
あこがれる日本独自の竿を作る職人「和竿職人」、研究と実験を繰り返しながら新しい
道具を開発する「釣り道具開発者」の仕事を解説。

34 法律にかかわる仕事 ほるぷ出版 2004.12
Y366
ｼﾘ

弁護士、司法書士、行政書士の３つの法律に関わる仕事を紹介。わかりにくい法律の仕
事を漫画をまじえて子どもにわかるようやさしく解説。

35 衣服にかかわる仕事 ほるぷ出版 2004.3
J366 テキスタイルデザイナー、染織家、パタンナーなど、洋服だけでなく、タオルや寝具な

どの布製品全般のデザインにかかわる仕事を紹介。和洋両方の仕事の様子を、まんがと
解説でわかりやすく紹介する。

36 生き物を育成する仕事 ほるぷ出版 2004.3
Y366
ｲｷ

競走馬を育てる生産牧場従事者に、魚を育てる養殖、ミツバチを育成する養蜂と、生き
物を育てる仕事を紹介。仕事につくまでのフローチャートやインタビューも掲載。

37 命を守る仕事 ほるぷ出版 2004.3
Y366
ｲﾉ

医師、救急救命士、薬剤師など、命を守る職業に関わる仕事を紹介。それぞれの仕事の
内容や活躍の場、１日の生活、なるための方法などを、まんがと解説でわかりやすく紹
介する。

38 テレビ番組をつくる仕事 ほるぷ出版 2004.2
Y366
ﾃﾚ

制作現場の取りまとめ役テレビディレクター、テレビ画面に映し出される空間全体をデ
ザインするセットデザイナー、カメラを通じてその様子を伝えるテレビカメラマンとい
う、３つのテレビに関わる仕事をまんがと解説で紹介。

39 楽器にかかわる仕事 ほるぷ出版 2004.1
Y366
ｶﾂ

楽器作りのスペシャリスト楽器製作者、美しいメロディを維持・復元させる楽器のドク
ター調律師、演奏する技術やすばらしさを伝える楽器の伝道師楽器講師という３つの楽
器に関わる仕事をまんがと解説で紹介。

40 サッカーにかかわる仕事 ほるぷ出版 2003.12
Y366
ｻﾂ

華麗なプレーで観客をうならせるプロサッカー選手、ルールを取り締まるピッチ内の責
任者スペシャル・レフェリー、舞台裏をささえる影の立役者サッカークラブ・スタッフ
という３つのサッカーに関わる仕事をまんがと解説で紹介。

41 福祉にかかわる仕事2 ほるぷ出版 2003.4 J366
在宅介護のスペシャリストホームヘルパー、福祉・医療の専門家作業療法士、保健の番
人保健師という、３つの福祉にかかわる仕事をまんがと解説で紹介する。

42 動物にかかわる仕事2 ほるぷ出版 2003.4 J366
動物たちの病気を診察・治療する獣医さんにはどうやったらなれるの？　アニマル・ヘ
ルス・テクニシャンって何？　グルーマーはどんなことをするの？　動物を見守る人と
仕事を、マンガ入りでわかりやすく紹介する。

43 人びとを楽しませる仕事 ほるぷ出版 2003.3 J366
学校の勉強が嫌い、運動も得意じゃない。でも人を笑わせることは得意だから、お笑い
タレントにでもなるか…。そんなに簡単なものじゃない。厳しいお笑いの世界とお笑い
タレントになるための方法を教えます。

44 伝統美を表現する仕事 ほるぷ出版 2002.4
Y366
ﾃﾝ

伝統の芸と技で観客を魅了する歌舞伎役者、熟練の技と感性で四季折々の味わいを創作
する和菓子職人、夜空のキャンパスに伝統の美を表現する花火師という３つの伝統美を
表現する仕事を、まんがと詳しい解説で紹介する。

45 環境にかかわる仕事 ほるぷ出版 2002.4
Y366
ｶﾝ

樹の表情を観察して治療をほどこす樹木医、綿密な調査で身近な自然をよみがえらせ守
るビオトープ管理士、専門的に海を調査し地球環境を見守る海洋調査員という３つの環
境にかかわる仕事を、まんがと解説で紹介する。
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46 赤ちゃんにかかわる仕事 ほるぷ出版 2002.4
Y366
ｼﾘ

赤ちゃんの出産を助ける助産婦、各家庭で赤ちゃんの世話をするベビーシッター、赤
ちゃん専用の用具を開発するベビー用品開発者の３つにわけて、赤ちゃんにかかわる職
業をまんがを使ってわかりやすく紹介する。

47 自動車にかかわる仕事 ほるぷ出版 2002.4
Y366
ｼﾄ

自動車社会の創造者カーデザイナー、安全運転で乗客を輸送するバス・ドライバー、
様々なトラブルに対処し自動車社会を支える自動車整備士の３つの自動車にかかわる仕
事を、まんがを使ってわかりやすく解説する。

48 宇宙にかかわる仕事 ほるぷ出版 2002.4
Y366
ｳﾁ

天体を観測したり理論について考察する天文観測員、設計開発から打ち上げまでかかわ
る宇宙ロケット開発者、宇宙で実験・研究をするスペシャリストの宇宙飛行士という３
つの宇宙にかかわる仕事を、まんがと解説で紹介する。

49 コンピュータで創造する仕事 ほるぷ出版 2002.4 J366
コンピュータに命令を出すプログラマーやシステムエンジニア、見たこともないものを
映像で作り出すＣＧクリエイター、憧れのゲームクリエイターなど、コンピュータを扱
う仕事の全てをガイド。

50 スポーツにかかわる仕事 ほるぷ出版 2000.3
Y366
ﾃﾝ

健康のためのスポーツ指導を行うスポーツトレーナー、様々なスポーツの道具を開発す
るスポーツ用具開発者、スポーツの情報を伝えるスポーツジャーナリストの３つにわ
け、スポーツとかかわる仕事についてマンガも使って解説。

51 建築にかかわる仕事 ほるぷ出版 2000.3
Y366
ｼﾘ

生活環境を建物から支える建築士、生活の安全を守るため設備工事を行う建築設備工、
快適な住環境を創造設計するインテリアプランナーの３つに分け、建築にかかわる仕事
をマンガも使ってわかりやすく解説。

52 おもちゃにかかわる仕事 ほるぷ出版 2000.3
Y366
ｼﾘ

おもちゃを開発している人たちや、プラモデルを考えている人たち、キャラクター商品
を考える人たちの３つに分けて、おもちゃとかかわる仕事についてマンガも使ってわか
りやすく解説する。

53 のりものにかかわる仕事 ほるぷ出版 2000.3
Y366
ｼﾘ

身近な交通機関である鉄道を動かす鉄道運転士、大空の快適な旅を演出するパイロッ
ト、人類の歴史ととともに登場した海上交通を担う航海士の３つに分けて、のりものと
かかわる仕事についてマンガも使ってわかりやすく解説する。

54 心とかわだをいやす仕事 ほるぷ出版 2000.3
Y366
ｼﾘ

針などの道具を使い、東洋医学でいやす鍼灸師、心理学の実践で心の病気を治療する臨
床心理士（カウンセラー）、植物の香りを調合して心をいやすアロマテラピストの３つ
に分け、心とからだをいやす仕事をマンガも使って解説。

55 伝統工芸にたずさわる仕事 ほるぷ出版 2000.3
Y366
ｼﾘ

手工業によって作られる生産品で、優れた技術と選ばれた材料、腕のある職人によって
つくられる伝統工芸品。陶磁器、和紙、織物技術者の３つにわけ、伝統工芸とかかわる
仕事についてマンガも使ってわかりやすく解説。

56 世界の文化にかかわる仕事 ほるぷ出版 2000.3
Y366
ｼﾘ

外国語を日本語に、日本語を外国語に訳す翻訳者、話題の外国映画を紹介する洋画配給
者、博物館・美術館等専門分野で活躍する学芸員の３つに分け、世界の文化にかかわる
仕事をマンガも使ってわかりやすく解説。

57 芸能にかかわる仕事 ほるぷ出版 2000.3
Y366
ｼﾘ

声という基本的な楽器を奏でる声楽家、笑いをとおして伝統芸能の話芸を伝える落語
家、舞台の上でからだとことばで芸術表現する舞台俳優の３つに分け、芸能にかかわる
仕事をマンガも使ってわかりやすく解説する。

58 教え育てる仕事 ほるぷ出版 1999.11 J366
「教育」をとりまく世界を、歴史や全体像、将来性も含めながら解説。適性や心構え、
さまざまな仕事など紹介。

59 自然とかかわる仕事 ほるぷ出版 1999.2 J366
天気予報から災害の防止まで自然現象の情報を伝える気象技術者、森林の育成・管理を
手掛ける森林技術者、水産資源の捕獲・管理を行う水産従事者、それぞれの職業につく
ための方法や、具体的な仕事の内容を紹介する。
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60 放送にかかわる仕事 ほるぷ出版 1999.2 J366
番組の「顔」として活躍するアナウンサー、番組づくりの技術の専門家である放送技術
者、わずかな時間で情報を提供するＣＭ制作者。放送にかかわる職業につくための方法
や、具体的な仕事の内容を紹介する。

61 人と制度をつなぐ仕事 ほるぷ出版 1999.2 J366
税金を収めるために納税者の代理を務める税理士。輸出入の現場で税関との手続に活躍
する通関士、特許を取得して産業の発展に貢献する弁理士の各仕事内容、資格のとり
方、職への就き方などを解説する。

62 音楽にかかわる仕事 ほるぷ出版 1999.2 J366
楽器を演奏し、音楽のすばらしさを伝える楽器奏者、音の世界を演出・創造する作詞・
作曲家、録音に関する技術を担当する音響・レコーディングエンジニア、それぞれの職
業につくための方法や、具体的な仕事の内容を紹介する。

63 旅行にかかわる仕事 ほるぷ出版 1999.2
T366
ｼ

快適で安心な飛行機の旅を約束してくれるスチュワーデス、海外旅行の団体客を引率す
るツアーコンダクター、日本を訪れる外人観光客をガイドする通訳ガイドの各仕事内
容、資格の取り方、職への就き方などを解説する。

64 土と親しむ仕事 ほるぷ出版 1999.2
610
ﾂ

日本の主食・米や野菜類を生産する農業従事者、新鮮で栄養満点な牛乳や美味しい乳製
品を生産する酪農従事者、花と造園の専門家・園芸技術者の三つに分けて、土と親しむ
仕事についてマンガでわかりやすく解説する。

65 食べ物にかかわる仕事 ほるぷ出版 1998.3 J366
食事を通して健康を考える栄養士、おいしい食事を作る調理師、すてきなデザートケー
キを創造するパティシェ…。食生活にかかわるさまざまな人と仕事を、マンガ入りでわ
かりやすく紹介します。

66 視覚表現する仕事 ほるぷ出版 1998.3
Y366
ｼﾘ

写真で情報を伝えるカメラマン、情報を視覚に訴えるグラフィック・デザイナー、想像
の世界を表現する漫画家…。視覚表現をするさまざまな人と仕事を、マンガ入りでわか
りやすく紹介します。

67 生活の安全を守る仕事 ほるぷ出版 1998.2
Y366
ｼﾘ

治安を守り地域の安全を確保する警察官、火災や災害の現場で人命救助にあたる消防
官、海の交通安全を守り犯罪を取り締まる海上保安官。生活の安全を守る仕事と、仕事
に就くための方法をマンガやインタビューで紹介する。

68 美容にかかわる仕事 ほるぷ出版 1998.2
Y366
ｼﾘ

髪形から女性の美しさをひき出す美容師、からだ全体の美しさを追求するエステティ
シャン、装いの中に美を求めるファッションデザイナー…。美しさを演出する人と仕事
をマンガやインタビューで紹介する。

69 コンピュータにかかわる仕事 ほるぷ出版 1997.2
Y366
ｼﾘ

コンピュータに命令を出すプログラマーやシステムエンジニア、見たこともないものを
映像で作り出すＣＧクリエイター、憧れのゲームクリエイターなど、コンピュータを扱
う仕事の全てをガイド。

70 動物にかかわる仕事 ほるぷ出版 1997.12
Y366
ｼﾘ

動物たちの病気を診察・治療する獣医さんにはどうやったらなれるの？　アニマル・ヘ
ルス・テクニシャンって何？　グルーマーはどんなことをするの？　動物を見守る人と
仕事を、マンガ入りでわかりやすく紹介する。

Ⅴ

1
スポーツにかかわる仕事なり方完全
ガイド

学研 2005.2
Y366
ｽﾎ

「スポーツにかかわる仕事」の仕事紹介＆なり方ガイド。スポーツへのかかわり方から
選ぶ５５の仕事を掲載し、仕事概要、なる方法、将来の可能性、アドバイスなどを紹介
する。

2 デザインの仕事なり方完全ガイド 学研 2005.3
Y366
ﾅﾘ

２０世紀半ばに「口紅から機関車まで」と言われたデザインの仕事は、いまや「バイオ
から宇宙まで」とでも言う程多彩になっている。あらゆるジャンルの仕事に関わるデザ
インの仕事の内容となり方を、豊富なインタビューで紹介。

すきな仕事実現ｼﾘｰｽﾞ完全ガイド
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3 食にかかわる仕事なり方完全ガイド 学研 2004.12
Y366
ｼｮ

料理人など「食を作る」仕事から、栄養士など「食についてアドバイスする」仕事、飲
食店舗オーナーの仕事、食品メーカーでの仕事など「食」への関わり方で選ぶ２８の仕
事について、その仕事内容となり方をジャンル別に紹介。

4 環境を守る仕事なり方ガイド 学研 2004.12
Y366
ｶﾝ

今、 も社会的関心の高いテーマ「環境」。樹木医、森林インストラクター、野生生物
調査、自然環境ＮＧＯなど環境を守り自然と生きる３６の職業の仕事内容となり方を、
それぞれの仕事に携わる人への豊富なインタビューで紹介。

5
おもちゃ・ゲームの仕事なり方完全
ガイド

学研 2004.8
Y366
ｵﾓ

キャラクターグッズ、テレビゲームなど、おもちゃやゲームは、どうやって作られ、店
頭に並ぶのか。おもちゃやゲームの仕事につく７つの条件、おもちゃ会社の様子など、
おもちゃやゲームの仕事に就くためのガイド本。

6 絵をかく仕事なり方完全ガイド 学研 2004.1
Y366
ｴｵ

ゲーム・グラフィッカー、アニメーション・クリエーター、マンガ家、イラストレー
ターなど、クリエーターになりたい人の仕事ガイド。実際に働く人のインタビュー、ビ
ジュアル・クリエーターになるための学校リストも掲載。

7
子どもとふれあう仕事なり方完全ガ
イド

学研 2003.11
Y366
ｺ

医療、福祉、学校、メーカー開発など、今、就職希望者に人気の高い「子どもとふれあ
う仕事」の種類、仕事内容、なり方をガイド。また、就職に役立つ各種情報も掲載。

8 医療の仕事なり方完全ガイド 学研 2003.1
Y366
ｲﾘ

医師・看護師をはじめ、薬剤師、移植コーディネーター、救急救命士、言語聴覚士、音
楽療法士、栄養士、カイロプラクターほか、進化する医療の世界で仕事を手に入れるた
めのガイドブック。２０００年刊の改訂新版。

9 国際関係の仕事なり方完全ガイド 学研 2003.1
366
ｺｸ

あらたな変動の時代をむかえた世界。その中で自分の国の利益を守ると同時に、平和な
国際社会をめざしてさまざまな問題の解決に当たっている外交官などの仕事の内容、な
り方を紹介。

10 音楽の仕事なり方完全ガイド 学研 2001.11
Y760
ｵﾝ

音楽の仕事が今、ものすごい勢いで変わりつつある。レコーディングエンジニア、舞台
照明、ＦＭ番組スタッフ、マニピュレーター、ＣＤショップなど、音楽の仕事のなり方
をくわしく紹介。

Ⅳ

1
社会の今を見つめて

岩波書店 2012.10
Y080
イワ

日常に潜む現代社会のひずみをていねいにすくい取り、数々のＴＶドキュメンタリーに
仕上げ問題提起してきた報道記者が、取材現場での様々な出会いを振り返りながら、社
会といかに向き合い、どう生きるかを考える

2
農は過去と未来をつなぐ

岩波書店 2010.8
Y080
イワ

イネを植えるのに、なぜ田植えって言うんだろう？　環境稲作を提唱してきた著者が、
生産者減少や食糧自給などの問題を考えながら、「農」が本来もっている価値を拾いあ
げる。

3
医療のこと、もっと知ってほし
い 岩波書店 2009.10

Y080
イワ

ドクターヘリによる高度な救急医療を行う一方、家庭での介護を見守る地域ケアを地道
に行う長野の佐久総合病院。現場に働く人の声を聞き、現在の医療が抱える問題を明ら
かにしながら、医療のあるべき姿を探る。

4 子どもにかかわる仕事 岩波書店 2011.5
Y080
イワ

さまざまな現場で子どもたちのいのち、育ち、心、そして生きづらさにひたむきに寄り
そい、支える１３人が、喜びや意義だけでなく、迷いや難しさも含めて率直に仕事につ
いて語る。

5 表現する仕事がしたい 岩波書店 2009.6
Y080
イワ

漫画家・安野モヨコ、狂言師・茂山童司、ギタリスト・村治佳織など、表現の世界で活
躍する個性豊かな１３人が、何に悩み、こだわりながら、今の表現や仕事にたどりつい
たかを語る。

岩波ｼﾞｭﾆｱ新書
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6 通訳のしごと 岩波書店 2009.5
Y080
イワ

記者会見や会議などの通訳者は、どんな仕事をしているのだろう？　通訳している時、
頭の中はどうなっている？　会議通訳者として第一線で活躍してきた著者が、英語の勉
強法と通訳のしくみ、現場での面白いエピソードを語る。

7 職人を生きる 岩波書店 2008.12
Y080
イワ

絵羽子板、手描き提灯、江戸切子、藍染…。伝統的な工芸品にたずさわる職人たちを紹
介し、弟子入りのきっかけや厳しい修業の様子、日々の暮らしぶり、技へのこだわりな
ど、知られざる素顔に迫る。

8 料理の仕事がしたい 岩波書店 2006.8
Y080
イワ

レストランのシェフやパティシエ、ソムリエなどの料理の仕事人たちが、料理の道を志
したきっかけや厳しい修行のエピソード、夢を実現するまでの道のり、料理へのこだわ
りなど、それぞれの個性あふれる仕事ぶりを紹介する。

9 働くって何だ 岩波書店 2006.4
Y080
イワ

長年にわたって「働くこと」について研究を続けてきた著者による仕事案内。働くこと
の意味や職業体験実習の実践法、会社での働き方について具体的に解説する。これから
社会に出て行く若者のための働き方マニュアル。

10 映画の仕事はやめられない 岩波書店 2006.4
Y080
イワ

ロサンゼルスを拠点に映画の制作・配給などで世界中を駆けめぐる著者が、映画が大好
きで情熱と魅力にあふれる「映画の仕事をする人たち」のエピソードを公開。映画の仕
事ってどんなもの？　そんな質問に答えてくれる一冊。

11 デジタルの仕事がしたい 岩波書店 2005.8
Y080
イワ

デジタル・ＩＴ業界の第一線で活躍する人気クリエイター・プロデューサー・企業家が
語る仕事案内。仕事にかける情熱や人気コンテンツ開発のエピソード、ユニークな発想
法、アイデア実現のノウハウなど、個性的な仕事術を紹介。

12 新聞記者の仕事 岩波書店 1997.2
Y080
イワ

文字で伝える新聞記者それらをまとめる編集スタッフなど、新聞製作にかかわる仕事を
紹介。その仕事のようすや、その職業につくための方法などを紹介。

13 演出家の仕事 岩波書店 2007.11
080
イワ

出家は日々何を思っているのか？　作品選びや劇作家たちとの対話、稽古場での実践、
俳優養成の思想など、第一人者によるスリリングな演出論を掲載。井上ひさし氏の新作
が初日を迎えるまでを綴る「ロマンス」演出日記も収録。

14 翻訳家の仕事 岩波書店 2006.12
080
イワ

文にトコトンつきあい、１語の訳に七転八倒－。古今東西さまざまな言語の翻訳にたず
さわる当代きっての名訳者３７人が勢揃い。読みどころ満載、苦悩と、苦心と、よろこ
びのときをあまさず伝える。雑誌『図書』連載。

Ⅶ

1
職業体験完全ガイド23
食べ物を作る仕事2

ポプラ社 2011.3
Ｊ366
ｼｮ23

仕事の現場に完全密着、取材にもとづいた臨場感と説得力にあふれる職業ガイド。２３
では、和菓子職人・すし職人・豆腐職人・杜氏を中心に、食べものをつくる仕事を解説
する。

2
職業体験完全ガイド22
福祉の仕事

ポプラ社 2011.3
Ｊ366
ｼｮ22

仕事の現場に完全密着、取材にもとづいた臨場感と説得力にあふれる職業ガイド。２２
では、訪問介護員・言語聴覚士・作業療法士・助産師を中心に、福祉の仕事を解説す
る。

3
職業体験完全ガイド15
環境をまもる仕事

ポプラ社 2011.3
Ｊ366
ｼｮ15

仕事の現場に完全密着、取材にもとづいた臨場感と説得力にあふれる職業ガイド。１５
では、樹木医・自然保護官・風力発電エンジニアを中心に、環境をまもる仕事を解説す
る。

職業体験完全ガイド

岩波新書
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4
職業体験完全ガイド10
おしゃれにかかわる仕事

ポプラ社 2009.3
Ｊ366
ｼｮ10

仕事の現場に完全密着、取材にもとづいた臨場感と説得力にあふれる職業ガイド。１０
では、美容師・モデル・ファッションデザイナーを中心に、おしゃれにかかわる仕事を
解説する。

5
職業体験完全ガイド7
乗りものの仕事

ポプラ社 2009.3
Ｊ366
ｼｮ7

仕事の現場に完全密着、取材にもとづいた臨場感と説得力にあふれる職業ガイド。７で
は、電車の運転士・パイロット・宇宙飛行士を中心に、乗りものの仕事を解説する。

Ⅷ

1
社会の時間
中学校の科目からみるぼくと私の職
業ガイド

ペリカン社 2007.4
Y366
ﾏﾂ

中学校の主要５教科が将来職業でどう役立っているのかを紹介するシリーズ。この巻で
は、保育士、警察官、シナリオライター、パイロット、マンガ家といった、「社会」の
力を活かして働いている人を紹介する。

2
理科の時間
中学校の科目からみるぼくと私の職
業ガイド

ペリカン社 2007.4
Y366
ﾏﾂ

中学校の主要５教科が将来職業でどう役立っているのかを紹介するシリーズ。この巻で
は、Ｆ１エンジニア、建築家、消防官、美容師、医師、宇宙飛行士といった、「理科」
の力を活かして働いている人を紹介する。

3
数学の時間
中学校の科目からみるぼくと私の職
業ガイド

ペリカン社 2007.4
Y366
ﾏﾂ

中学校の主要５教科が将来職業でどう役立っているのかを紹介するシリーズ。この巻で
は、インテリアコーディネーター、測量士、税理士、経営コンサルタントといった、
「数学」の力を活かして働いている人を紹介する。

4
国語の時間
中学校の科目からみるぼくと私の職
業ガイド

ペリカン社 2007.4
Y366
ﾏﾂ

中学校の主要５教科が将来職業でどう役立っているのかを紹介するシリーズ。この巻で
は、作家、司書、裁判官、ゲームクリエータ、アナウンサーといった、「国語」の力を
活かして働いている人を紹介する。

5
英語の時間
中学校の科目からみるぼくと私の職
業ガイド

ペリカン社 2007.4
Y366
ﾏﾂ

中学校の主要５教科が将来職業でどう役立っているのかを紹介するシリーズ。この巻で
は、キャビンアテンダント、通訳、日本語教師、雑貨店オーナーといった、「英語」の
力を活かして働いている人を紹介する。

6
別巻音楽の時間
中学校の科目からみるぼくと私の職
業ガイド

ペリカン社 2009.4
Y366
ﾏﾂ

中学校の主要５教科が将来職業でどう役立っているのかを紹介するシリーズ。この巻で
は、シンガーソングライター、和太鼓奏者、ダンサー、音楽療法士といった、「音楽」
の力を活かして働いている人を紹介する。

7
別巻技術・家庭科の時間
中学校の科目からみるぼくと私の職
業ガイド

ペリカン社 2009.1
Y366
ﾏﾂ

中学校の主要５教科が将来職業でどう役立っているのかを紹介するシリーズ。この巻で
は、料理研究家、パタンナー、介護福祉士、航空整備士、工場職人といった、「技術・
家庭」の力を活かして働いている人を紹介する。

8
別巻美術の時間
中学校の科目からみるぼくと私の職
業ガイド

ペリカン社 2008.9
Y366
ﾏﾂ

中学校の主要５教科が将来職業でどう役立っているのかを紹介するシリーズ。この巻で
は、アートディレクター、イラストレーター、ネイリスト、カメラマンといった、「美
術」の力を活かして働いている人を紹介する。

9
別巻保健体育の時間
中学校の科目からみるぼくと私の職
業ガイド

ペリカン社 2008.4
Y366
ﾏﾂ

中学校の主要５教科が将来職業でどう役立っているのかを紹介するシリーズ。この巻で
は、水泳選手、スポーツトレーナー、小学校教師、ユニセフ職員、助産師といった、
「保健体育」の力を活かして働いている人を紹介する。

Ⅸ

1 農家になろう　５ 農文協 2012.12
J610
ﾉｳ

リンゴをつくる農家の仕事とは？　長野県のリンゴ農家・臼田弌彦さんに密着し、その
仕事を写真とともに紹介。果樹やリンゴについての解説や、未来の果樹農家に向けての
メッセージも収録する。

５教科が仕事につながる

農家になろう
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2 農家になろう　４ 農文協 2012.12
J610
ﾉｳ

トマトをつくる農家の仕事とは？　千葉県で農業を営む若梅健司さんに密着し、その仕
事を写真とともに紹介。トマト栽培についての解説や、未来の野菜農家に向けてのメッ
セージも収録する。

3 農家になろう　３ 農文協 2012.1
J610
ﾉｳ

米や野菜、ハーブを育てる農家の仕事とは？　福島県で農業を営む佐藤次幸さんに密着
し、その仕事を写真とともに紹介。稲作についての解説や、未来の水田農家に向けての
メッセージも収録する

4 農家になろう　２ 農文協 2012.9
J610
ﾉｳ

ミツバチを飼う養蜂家の仕事とは？　群馬県で養蜂場を営む角田公次さん・積子さんの
生活に密着し、その仕事と暮らしを写真とともに紹介。養蜂やハチミツの成分について
の解説や、未来の養蜂家に向けてのメッセージも収録する

5 農家になろう　１ 農文協 2012.9
J610
ﾉｳ

牛乳をつくる酪農家の仕事とは？　北海道中標津町の牛飼い・三友盛行さんの生活に密
着し、その仕事と暮らしを写真とともに紹介。酪農や乳牛についての解説や、未来の酪
農家に向けてのメッセージも収録する。

Ⅹ

1 地球を救う仕事　６ 汐文社 2009.4
T333
ｸｻ

世界が抱える問題を伝えながら、実際に地球を救う仕事に携わっている人の声を通じ
て、子どもたちが何をすべきかを考える道しるべとなるシリーズ。６では熱帯雨林を守
る仕事、省エネ社会をつくる仕事など５人の姿を紹介。

2 地球を救う仕事　５ 汐文社 2009.3
T333
ｸｻ

世界が抱える問題を伝えながら、実際に地球を救う仕事に携わっている人の声を通じ
て、子どもたちが何をすべきかを考える道しるべとなるシリーズ。５では太陽光発電を
開発する仕事、砂漠化をくい止める仕事など５人の姿を紹介

3 地球を救う仕事　３ 汐文社 2008.4
Y333
ｸｻ

世界が抱える問題を伝えながら、実際に地球を救う仕事に携わっている人の声を通じ
て、子どもたちが何をすべきかを考える道しるべとなるシリーズ。３ではエイズの苦し
みから救う仕事、地雷の被害を減らす仕事など５人の姿を紹介。

4 地球を救う仕事　２ 汐文社 2008.3
Y333
ｸｻ

世界が抱える問題を伝えながら、実際に地球を救う仕事に携わっている人の声を通じ
て、子どもたちが何をすべきかを考える道しるべとなるシリーズ。２では貧しい村を豊
かにする仕事、きれいな水を届ける仕事など５人の姿を紹

5 地球を救う仕事　１ 汐文社 2008.2
Y333
ｸｻ

世界が抱える問題を伝えながら、実際に地球を救う仕事に携わっている人の声を通じ
て、子どもたちが何をすべきかを考える道しるべとなるシリーズ。１では人と人をつな
ぐ仕事、兵士を兵士でなくす仕事など５人の姿を紹介

Ⅺ

1
探検！ものづくりと仕事人
ジーンズ・スニーカー

ぺりかん社 2012.10
J589
ﾔﾏ

ジーンズやスニーカーは、どのようにつくられているのでしょうか？　ものができるま
で＆かかわる仕事人ＭＡＰ、仕事のやりがいや苦労がわかる仕事人インタビューなどを
通して、ものづくりを紹介します。

2
探検！ものづくりと仕事人
マワネーズ・ケチャップ・しょうゆ

ぺりかん社 2012.8
J588
ﾔﾏ

マヨネーズ・ケチャップ・しょうゆは、どのようにつくられているのでしょうか？　も
のができるまで＆かかわる仕事人ＭＡＰ、仕事のやりがいや苦労がわかる仕事人インタ
ビューなどを通して、ものづくりを紹介します

地球を救う仕事　１４歳になったら考える

探検！ものづくりと仕事人　「これが好き！」と思ったら、読む本

23 ページ
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番号 書名 出版社 出版年 請求記号 内容

1
宇宙女子
こうして私は宇宙をシゴトにした

蒼竜社 2012.3
T366
ｳﾁ

プラネタリウム投影機のエンジニア、宇宙ビジネスコンサルタント、宇宙を伝えるピアニス
ト、宇宙実験のコーディネーター…。宇宙関係のシゴトをする女性たちのエピソードとその
仕事内容を紹介します。

2 新１３歳のハローワーク 幻冬舎 2010.3
Y366
ﾑﾗ

現代をサバイバルするための仕事の大百科。国語、社会、理科、体育など、好きな「教科」
を入り口に様々な職業を紹介する。２００３刊「１３歳のハローワーク」に８９の職業を追
加し、ページを大幅増量。

3
おしごと制服図鑑
制服をみれば仕事のひみつがわかる！

講談社 2012.9
J366
ｵｼ

仕事のひみつは制服にあり。宇宙飛行士、海上保安官、ホテルのスタッフ、デパートの販売
員…。プロフェッショナルたちの仕事とその心意気を、制服や持ち物などを通して紹介す
る。

4
発見！しごと偉人伝
教育者という生き方

ぺりかん社 2012.10
J372
ﾐﾂ

レーベル、福沢諭吉、津田梅子…。教育に情熱を燃やした１０人の偉人たちの青春時代のエ
ピソードを中心に、志望のきっかけ、夢見たこと、乗りこえた壁などを取り上げ、職業人の
資質やライフコースをさぐる。

5
発見！しごと偉人伝
技術者という生き方

ぺりかん社 2012.3
Y502
ｳｴ

糸川英夫、本田宗一郎、安藤博…。技術・発明に情熱を燃やした６人の偉人たちの青春時代
のエピソードを中心に、志望のきっかけ、夢見たこと、乗りこえた壁などを取り上げ、職業
人の資質やライフコースをさぐる。

6
中学生からの職人塾
職人になりたい人のための職種ガイド

リヨン社 2005.7
Y366
ｲﾄ

腕に覚えさえあれば、不景気な世の中でも、食いっぱぐれることはない！　職人の種別、現
状、心構えから各職種の技術、習得期間に至るまでをわかりやすく解説。日本の伝統文化と
技を明日に伝える情報満載。

7
未来を考える君へ
６５人のしごと選び

アメニモ 2010.11
Y366
ﾐﾗ

さまざまな分野で真剣に仕事に取り組んでいる６５人の物語を紹介。働く「人」に焦点を当
て、「どうやってその仕事に出合ったか？」「どのようなことを大事にして仕事をしている
のか？」を明らかにする。

8 １３歳の進路 幻冬舎 2010.3
Y376
ﾑﾗ

中学校卒業後のさまざまな「進路」をわかりやすく図にまとめ、進むべき未来への道を自ら
「選びとる」ためのヒントを示す。高校生・大学生のための特別編として、営業・販売に関
する有名企業１６社の特別寄稿を掲載。

9 保健師まるごとガイド ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房 2012.12
366
ﾎｹ

人々の健康を守る仕事・保健師や、看護師になりたい人に向けて、豊富な現場取材と確かな
情報で、職場のさまざまな現実と働く人の実感を伝える。指定養成学校リスト、問い合わせ
先リストも掲載。

10 保育士まるごとガイド ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房 2010.9
366
ﾎｲ

保育士の資格、仕事、実際の職業生活がひととおりわかるよう、多くの現場取材を織り込み
ながら構成。実践の場でリーダーとなるべき保育士を目指す人へのガイド。記事、統計、リ
スト等を改めた第３版

11
１４歳からの社会学
これからの社会を生きる君に

世界文化社 2008.11
T361
ﾐﾔ

学校じゃ学べない「社会の本当」を語ろう。日本を代表する社会学者が、「自分と他人」
「こころとからだ」「本物とニセ物」など、社会学の最先端の知識をふんだんに盛りこみ解
説。

12
中学教師が教える「したたかに生き
る」ための経済の授業

中経出版 2011.12
Y330
ﾀｶ

したたかに生きろ！　だまされない生き方をしろ！　社会科の中学教師が行った経済学習の
授業を紹介。困難な時代に立ち向かえる強い大人になるために、働くこと、正社員と非正規
社員の違い、働く人の常識などを教える。

13
しごとば　続々
しごとばシリーズ3

ブロンズ新者 2011.1
J366
ｽｽ

消防隊員、米農家、僧侶、女優、大工、新聞記者、客船船長、看護師、教師など、子どもに
人気の職業の仕事場をイラストで再現し、必要な道具や仕事の内容を紹介。普段なかなか見
ることができない仕事場の様子がわかる。

14 やりたい仕事がある！ 小学館 2010.10
366
ｲｹ

アート、ネイチャー、サイエンスなど７６８の職業をジャンル別に丁寧に紹介。自分の適
性・適職が分かるエニアグラム、職業の資格・試験に関する問い合わせ先を掲載し、先輩従
事者３８人からのお役立ちアドバイスも収録する。
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15 介護福祉士まるごとガイド ミネルヴァ書房 2009.8
369
ｶｲ

介護の仕事の意義という基本から、資格を得るための方法、実際の業務の内容や専門性をよ
り発揮するための方策、資格を持ち実際に仕事をしている人の様子までを紹介。ルポ・イン
タビュー１０件を新たに収めた第３版。

16 インテリアコーディネーターになる！？ 秀和ｼｽﾃﾑ 2009.6
529
ﾐｼ

インテリアコーディネーターはどんな会社で働いてる？　資格を取るには？　独立や起業の
方法は？　インテリアコーディネーターの仕事内容をはじめ、活躍の場、適性、就職、サク
セスプランなどを分かりやすく紹介。

17 社会福祉士まるごとガイド ミネルヴァ書房 2009.5
369
ｼﾔ

社会福祉士の仕事の中心であるソーシャルワークの基本理念を踏まえ、現場で働く社会福祉
士の実際や、いろいろな分野での社会福祉士の活動内容などを、ルポやインタビューを交え
て解説する。

18 いまこそなりたい不動産鑑定士 中央法規出版 2009.5
673
ｲﾏ

第一線の現役不動産鑑定士の生の声を通して、「不動産のプロ」の現場最前線を紹介。不動
産の鑑定評価制度、不動産鑑定士試験と実務修習制度、仕事などについて解説する。

19 看護師になるための完全ガイド 主婦の友社 2009.3
366
ｶﾝ

看護師の魅力にせまるとともに、資格取得後のスキルアップの仕方、病院・診療所・老人福
祉施設などでの実際の仕事内容、看護学校の種類や受験方法、看護師国家試験やその対策な
どをわかりやすく丁寧に解説。

20 ケアマネジャーになるための完全ガイド 主婦の友社 2009.2
369
ｹｱ

保健・医療・福祉のさまざまなサービスと、介護を必要としている人とを結びつける仲介役
「ケアマネジャー」。資格の取り方、試験の受け方、仕事の内容など、必要な情報をイラス
トや図表を用いてわかりやすくガイドする。

21 いまこそなりたい司法書士 中央経済社 2009.10
327
ｼﾐ

司法書士の仕事と社会における役割をわかりやすく紹介。司法書士のある１日の様子、資格
取得の方法、合格体験記のほか、平成２１年度司法書士試験受験案内書なども収録。

22 建築士になるための完全ガイド 主婦の友社 2009.10
520
ｹﾝ

建築士の資格の種類や、試験の概要、建築士の仕事について詳細に説明。試験問題を分析
し、２級建築士試験問題の出題例も掲載する。不安や疑問を解決するＱ＆Ａも充実し、図や
イラスト豊富でわかりやすい構成。

23 ファイナンシャルプランナーになる！？ 秀和ｼｽﾃﾑ 2008.6
338
ﾌｧ

ファイナンシャルプランナーを目指す人を対象に、日頃どんな仕事をしているのか、またど
うすればなれるのかをわかりやすく説明。ファイナンシャルプランナー試験の全貌や短期合
格のための戦略的勉強法なども紹介。

24 すべての仕事から職業選択ALL　2009 自由国民社 2008.5
366
ｽﾍ09

厚生労働省職業分類をベースに１６００職種を取り上げ、その仕事内容、業態、必要な学
歴・資格、業界団体などを掲載。特集は「ランキング・データから幸せ！　満足！　仕事え
らび」。就職から第２の人生まで仕事探しに最適。

25
「得意」から見つけるなりたい職業ガ
イドブック　2

PHP研究所 2008.2
Ｊ366
ﾄｸ

キミの得意なこと、やりたいことは何だろう？　未知の世界に挑戦したい？　心をサポート
したい？　キミにあう仕事が必ず見つかる！　「得意」をキーワードに、様々な仕事を紹
介。その仕事の内容、資格、適性なども掲載する。

26 Webクリエイターになる！ 秀和ｼｽﾃﾑ 2008.12
007
ｿﾈ

多彩な職種にわかれるＷｅｂクリエイター。その職種や仕事内容は？　どのようにすれば就
業できるのか？　求められている資質は？　就職・資格取得の最短ルート、業界の最新情
報、スクール情報などを紹介する。

27 公務員をめざす人の本 成美堂出版 2008.11
366
ﾐｷ10

公務員の種類と仕事の内容について、民間企業との違いやその利点などを詳しく説明するほ
か、採用後の給与、福利厚生、転勤などについても言及。公務員試験の受験資格、試験の詳
細、併願のノウハウなども紹介する。

28 医療事務仕事＆資格早わかりブック すばる舎 2008.10
498
ﾀﾂ

療事務の内容について代表的な６大業務を中心に解説し、医療事務に関連する主要７資格と
人気の６資格を紹介。ほかに、資格取得の勉強法が体験できる「ミニ授業」や、就業先の探
し方、就職必勝法なども収録する。
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番号 書名 出版社 出版年 請求記号 内容

29 こんなにおもしろい弁理士の仕事 中央経済社 2008.10
507
ｵｸ

知的所有権を扱う唯一の国家資格である弁理士の、インターネットによる著作権侵害問題な
どの著作権全般を含めた多岐にわたる業務を詳細に解説。弁理士試験、弁理士の今後の展望
などにもふれる。

30 専門学校へ行こう　2009 朝日新聞社 2008.1
376
ｾﾝ09

全国の専門学校２９９５校の完全データから探す進学情報ガイド。専門学校からめざせる１
８２資格を紹介。社会人・大学生・短大生のための専門学校の魅力大研究、憧れの仕事に就
いた先輩達の体験談等も収録。

31 キャリア・カウンセラーになる！？ 秀和ｼｽﾃﾑ 2008.1
366
ﾄｷ

社会的背景からますますニーズの高まっているキャリア・カウンセラー。その仕事の実際や
活躍範囲、キャリア・カウンセラーの要件や義務、関連資格とその選び方、活かし方などを
実践的かつ具体的に解説する。

32 中小企業診断士の仕事がわかる本 法学書院 2007.8
335
ﾀｹ

近年、人気が上昇しつつある中小企業診断士の仕事についてまとめた一冊。資格の取り方や
生かし方、独立して開業するためのノウハウなども紹介する。

33 ズバリ！司法書士 労働教育ｾﾝﾀｰ 2007.7
327
ﾊﾂ

司法書士とはどのような資格なのか。資格のとり方や受験対策から、実際の仕事、開業・勤
務まで、著者の実体験や合格者の体験談を紹介しながら解説する。

34 人を楽しませたい しごと応援団 2007.7 J366
放送・広告業界、映画やレジャー業など「人を楽しませる」仕事でがんばっている２０人の
先輩たちからのとっておきのメッセージを満載。おもしろいことや、つらいこと、やりがい
を感じること、資格のとり方やアドバイスも掲載。

35 会計資格完全サクセスガイド 中央経済社 2007.6
336
ｶｲ

公認会計士、税理士、簿記検定試験…。試験制度・学習法・合格体験記などの資格の取得法
から、仕事の内容・先輩の仕事紹介などの実際の働き方まで、知りたい情報が満載。会計資
格ガイドブックの決定版。

36 中学生・高校生の仕事ガイド 桐書房 2007.6
Y366
ﾁｭ

進路選択に役立つデータブック。仕事の内容、必要な資格、関連職種をわかりやすく紹介。
専門学校・大学の選び方やインターネットにも対応。検索しやすい巻末ＩＮＤＥＸつき。

37 法律資格パーフェクトガイド 中央経済社 2007.6
327
ﾎｳ

法律系資格の試験制度、学習法、合格体験記など、取得法から仕事の内容、先輩の仕事紹介
など実際の働き方まで、知りたい情報が満載。自分にベストな資格が見つかる、法律系資格
ガイド。

38 社会福祉士の仕事完全ガイド 成文堂新光社 2007.11
369
ﾖｽ

社会的に重要な位置を占める資格となりつつある、社会福祉士の仕事、資格をわかりやすく
説明。現在の仕事状況や今後の予測、試験合格に役立つ基本、全国の現場現役の顔と声な
ど、福祉に役立つ知識が満載。

39 癒し系の仕事資格＆スクールガイド2009年版 学研 2007.10
Y366
ｼｺ

ヘアデザイナー（美容師）、アロマセラピスト、整体師、心理カウンセラーなどココロやカ
ラダを癒す仕事を紹介。癒しのスペシャリストたちへのインタビューや役立つ資格リスト、
専門学校＆スクールガイドなどを収録。

40 社労士の仕事がわかる本 法学書院 2006.8
364
ﾀｹ

人気の国家資格、社会保険労務士について、具体的な仕事の内容から活躍中の現役の仕事ぶ
りまで紹介。この資格を目指す人に向けて分かりやすく説明する。平成１９年４月に加わる
「紛争解決手続代理業務」の内容も盛り込む。

41 人をきれいにしたい しごと応援団 2006.7
Y366
ﾋﾄ

「人をきれいにする」仕事でがんばっている１９人の先輩達からのとっておきのメッセー
ジ。おもしろいことや、つらいこと、一番やりがいを感じること、資格の取り方や親身なア
ドバイスなどが満載。

42 こんなにおもしろい行政書士の仕事 中央経済社 2006.6
327
ｻﾉ

行政書士試験をこれから受験したい人および開業初心者のための案内書。行政書士の仕事の
魅力を、５４歳で資格取得、５５歳で脱サラ・開業した父親と、その息子の若手行政書士が
語る。
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番号 書名 出版社 出版年 請求記号 内容

43 造園がわかる本 彰国社 2006.12
629
ｿｳ

造園の思想から歴史と様式、法制度、資格、管理・運営、マネジメントまで、造園の全体像
を初学者に向けてわかりやすくまとめた一冊。造園を学ぶ人だけでなく、建築や土木を職業
とする人にも最適な知識ガイドブック。

44 語学を生かして世界で働く しごと応援団 2006.11 366.2
国際公務員、外交官など「語学を生かして世界で働く」仕事でがんばっている２０人の先輩
達からのとっておきのメッセージ。面白いことや、つらいこと、一番やりがいを感じるこ
と、資格の取り方や親身なアドバイスなどが満載。

45 これからの職業 毎日新聞社 2005.9
366
ﾎﾝ

自分に合う仕事に就けたら、人生は充実してくるのに…。ビジネスマンから女性向きの仕事
まで、時代が必要としている１９０の職業を紹介。資格取得から再就職の方法まで詳しく解
説。

46
「好き」から見つけるなりたい
職業ガイドブック

PHP研究所 2005.8
J366
ｽｷ

キミはおとなになったらどんな仕事をしたい？　サッカー選手？　タレント？　お医者さ
ん？　キミにあう仕事が必ず見つかる！　「好き」をキーワードにして、さまざまな仕事を
紹介。その仕事の内容、資格、適性なども掲載する。

47 なりたい職業やりたい仕事がわかる本 メイツ出版 2005.3
T366
ﾅﾘ

あらゆる職業について、文章とイラストで詳細に解説。どんな資格・学歴が必要なのか、お
まけ知識や「こんな人に向いてるよ」など、イラストで楽しく描かれている。小学生から中
学・高校生、保護者まで幅広い年齢層に対応。

48
新あんまマッサージ指圧師・はり
師・きゅう師になろう

ｲﾝﾃﾞｯｸｽ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

2005.12
492
ｼﾝ

近年注目＆人気の国家資格である、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師。資格をと
れば独立開業も夢ではありません！　その資格取得の方法から仕事内容、第一線で活躍する
先輩の声まで満載した入門ガイドブック。

49 不動産鑑定士の仕事がわかる本 法学書院 2005.11
673
ﾌﾄﾞ

不動産鑑定士とはどんな仕事なのか、資格はどうすればとれるのか、鑑定業の現状は、など
といった疑問に現役鑑定士がズバリ答える。「不動産鑑定士とはどんな職業か」「受験案
内」の章を最新のデータに基づき全面的に改訂。

50 福祉士になる 朝日新聞社 2005.10
369
ﾌｸ

福祉の仕事を知ろう！　高齢者施設・高齢者在宅介護・障害者施設・児童養護施設など福祉
の現場を見よう、福祉の資格ガイド、職場の見つけ方アドバイス、福祉士を養成する大学・
短大・専門学校ガイドなどを収録。

51 福祉・介護の仕事がわかる本 成文堂新光社 2005.10
369
ﾌｸ

これから目指す人だけでなく、ステップアップを考えている人のための福祉・介護の資格・
仕事・施設の情報源。新人さんからベテランまで、福祉にかかわる１００人の生の声を取り
入れる。

52 人と地球にやさしい仕事100 七つ森書館 2005.10
366
ﾋﾄ

人や環境にかかわる仕事１００種類を、業種別にどのような仕事か解説し、なるにはステッ
プ＆資格取得方法から収入・適性・やりがい・活躍の場まで網羅して紹介する。

53 理学療法士・作業療法士になるには 秀和ｼｽﾃﾑ 2005.1
498
ﾘｶ

ナリタイ気持ちを実現するための、最短・最速・合格の手引きシリーズ。理学療法士・作業
療法士の資格取得を徹底解説。養成校の選び方や活躍の場などの情報満載。合格までを完全
サポート。先輩からのアドバイスも収録。

54 薬剤師になろう
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
2004.12

T366
ﾔｸ

薬剤師法という法律にのっとり、大切な薬を取り扱う専門家である「薬剤師」。薬剤師の資
格取得の方法から仕事内容、第一線で活躍する先輩の生の声まで満載した入門ガイドブッ
ク。

55 心理カウンセラーをめざす人の本 成美堂出版 2003.12
146
ｼﾝ

カウンセラーの仕事の見つけ方から、心理療法のいろいろ、カウンセリング関連の資格の全
て、知っておきたい心理学の基礎まで、心理カウンセラーをめざす人に役立つ情報が満載。
必要な適性、職場の実際などもわかる。

56 ケアマネジャーをめざす人の本　'１２年版 成美堂出版 2012.2
369
ｹｱ

「ケアマネジャー試験」の受験を考えている人のために、制度、受験手続きや資
格、試験内容、効率的な学習法、出題傾向などを網羅。試験で頻出の重要６７項目
も解説。
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57
こんなにおもしろいファイナンシャ
ルプランナーの仕事

中央経済社 2011.7
338
ｱｵ

お金の専門家ファイナンシャルプランナーの仕事とその魅力を紹介。著者の体験や先輩のエ
ピソードを交えながら、資格の取得から仕事への活かし方、独立開業までくわしくガイドす
る。

58
インテリアコーディネーターの仕事につき
た～心地よい住まいを実現する喜び～

中経出版 2011.5
527
ｸｽ

住む人の気持ちによりそい、“心地よい空間”をカタチにする！　インテリアコーディネー
ターの仕事の実際をはじめ、仕事につく方法や、働く人たちのインタビューなどを紹介す
る。

59 医療・福祉・教育のしごと
人気の職業早わかり！

ＰＨＰ出版 2011.5
J366
ﾋﾟ

医師、看護師、製薬開発者、ケアワーカー…。体や心を助けたり、育てたりするしごとを
テーマに、医療や福祉、教育に関わる職業を豊富なイラストで紹介する。

60 資格図鑑！2012 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社 2011.3
366
ｵﾊ12

公認会計士から司法書士、不動産鑑定士、情報処理技術者、医師、ホームヘルパー、トリ
マー、美容師まで、気になる人気資格の収入＆やりがいを徹底解剖！　プロになるための資
格活用法を解説する、辛口でリアルな資格ガイド。

61 『ワーク＝ライフ』の時代 ﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ 2011.3
366
ﾅｶ

自分の資質と適性を客観的に評価する。そして「入りたい」だけではなく「入れそうな会
社」を、また、「やりたい」ではなく「できそうな職種」を選ぶこと－。「仕事」を目的と
した新しい働き方を提案する。

62
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！

日本文芸社 2011.2
498
ｻｲ11

医療事務の仕事と魅力をはじめ、資格とその種類、資格取得のコツ、就職の方法などをやさ
しく紹介。医療事務のコースがある教育機関リスト、スクールリストなども掲載。

63
ﾌｧｯｼｮﾝ・建築・ＩＴのしごと
人気の職業早わかり！

ＰＨＰ出版 2011.2
366
ﾌｧ

パタンナー、とび、プログラマー…。ものづくりや販売に関連するしごとをテーマに、
ファッションとビューティー、建築とインテリア、工業デザインとＩＴなどに関わる職業を
豊富なイラストで紹介する。

64 建築の仕事につきたい！
大切にしたい日本のものづくりの心

中経出版 2011.2
366
ﾋﾛ

「なんかいい！」建物は、作り手の思い入れから生まれる！　一級建築士として建築の仕事
に携わる著者が、仕事の中身、やりがい、苦労などをやさしく教えます。

65 海上保安庁の仕事につきたい！
日本の海を守るｴｷｽﾊﾟｰﾄの世界

中経出版 2011.2
T366
ｶｲ

自分を信じ、仲間を信じて、人命と海の安全を守ってみせる！　海難救助のスペシャリスト
である特殊救難隊をはじめ、海上保安庁の仕事の中身、やりがい、苦労などをやさしく教え
ます。

66 保育士まるごとガイド ミネルヴァ書房 2010.9
366
ﾎｲ

保育士の資格、仕事、実際の職業生活がひととおりわかるよう、多くの現場取材を織り込み
ながら構成。実践の場でリーダーとなるべき保育士を目指す人へのガイド。記事、統計、リ
スト等を改めた第３版。

67
栄養士・管理栄養士になるための完
全ガイド

主婦の友社 2010.8
498
ｴｲ

食物・栄養のスペシャリストである栄養士の仕事と魅力を紹介。資格を生かせる様々な仕
事、資格のとり方や学校の選び方のほか、管理栄養士になるための方法や国家試験について
も解説する。養成施設一覧付き。

68
介護福祉士・社会福祉士・精神保健
福祉士になるための完全ガイド

主婦の友社 2010.2
369
ｶｲ

福祉に関する大きな３つの資格である、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士になるた
めのガイド。仕事と役割や職場について、試験の概要や問題の傾向・勉強法などを紹介す
る。

69 税理士をめざす人の本　‘10年版 成美堂出版 2010.2
336
ｺﾝ

新会社法の「会計参与」導入で、ビジネスチャンスが拡大中の税理士。その仕事と資格の取
り方・試験内容を詳しく紹介。科目別学習法や、短期合格に直結する情報を満載し、成功す
る独立・開業ノウハウや秘訣も公開する。

70
女性の仕事全ガイド
就職・転職・副収入

成美堂出版 2010.11
366
ｼｮ

今からでも遅くない。好きな仕事、やりたい仕事で稼ごう！　今人気の女性の仕事を、ビジ
ネス、福祉、医療・保健、金融等のジャンル別に紹介した仕事カタログ。収入や将来性、適
性、必要な資格、就職の方法などもすぐわかる。
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71
福祉の仕事ガイドブック
2009年版

中央法規出版 2009.6
369
ｶﾜ09

福祉に関わる１００種類以上の職業・資格・職場などの情報が満載のガイドブック。仕事の
内容はもちろん、将来性、採用状況、給与、勤務形態、就職・資格取得のルートやポイント
などを図表やチャートを用いて職種ごとに紹介。

72
インテリアコーディネーターになる
役立つ情報満載 秀和ｼｽﾃﾑ 2009.6

529
ﾐｼ

インテリアコーディネーターはどんな会社で働いてる？　資格を取るには？　独立や起業の
方法は？　インテリアコーディネーターの仕事内容をはじめ、活躍の場、適性、就職、サク
セスプランなどを分かりやすく紹介。

73 いまこそなりたいフードコーディネーター 中央法規出版 2009.5
673
ﾓﾘ

「食のプロ」であるフードコーディネーターの仕事について解説する。雑誌・書籍やテレビ
など、「食」のあらゆる分野で活躍するフードコーディネーターたちの体験談を多数紹介。

74
医療事務仕事＆資格早わかりブック
知りたいポイントがズバリ すばる舎 2008.1

498
ﾀﾂ

医療事務の内容について代表的な６大業務を中心に解説し、医療事務に関連する主要７資格
と人気の６資格を紹介。ほかに、資格取得の勉強法が体験できる「ミニ授業」や、就業先の
探し方、就職必勝法なども収録する。

75 臨床心理士になる方法 青弓社 2006.6
146
ｻｲ

心理学専門予備校を主宰する著者が、仕事の内容、専門性、指定大学院合格のための勉強
法、大学院での生活と就職、資格試験の概要など、「なる方法」を具体的に解説する。堀之
内高久氏へのインタビューや指定大学院一覧も収録。

76
これからの職業
あなたを活かす

信濃毎日新聞社 2005.9
366
ﾎﾝ

自分に合う仕事に就けたら、人生は充実してくるのに…。ビジネスマンから女性向きの仕事
まで、時代が必要としている１９０の職業を紹介。資格取得から再就職の方法まで詳しく解
説。

77
自然をケアする仕事がしたい
現場の本音を聞いて資格と仕事を

彩流社 2003.7
519
ｽﾐ

森林インストラクター、樹木医、ＮＰＯの仕事、環境教育の指導者、「緑の雇用」…。資格
のとり方・学び方から就職方法まで、「自然」とかかわりながら働くためのガイドブック。

78 インストラクター・講師資格ガイド ばる出版 2003.7
519
ｽﾐ

再就職、転職があって当たり前－。自分のキャリアは自分でみがく時代。ますます拡大する
社会人教育市場があなたの資格と能力を求めている！　インストラクター・講師の仕事につ
くために不可欠な知識と５０資格の内容を紹介。

79 中学生・高校生のための仕事ガイド 桐書房 2003.2
Y366
ﾁｭ

中学生・高校生を対象に、職業とその仕事内容をわかりやすく紹介。その仕事につくための
方法や必要な資格、給与や勤務条件などをコンパクトに解説。新たにホームページ・アドレ
スを掲載するなどした２００３年版。

80 自分らしい仕事をみつけたい 河出書房 2003.1
Y366
ﾐｳ

ＤＪ、ウェブデザイナー、占い師、大道芸人、探偵…。自分らしく生き生き働く男女９人
に、仕事内容、魅力、収入、生き方などを密着取材。激変する就職状況のなか、学歴や資格
は関係ない天職探し指南。

81 仕事ってなんだろう 佼成出版 2007.1
Y366
ｼｺ

子どもの身近な生活の中に「哲学する種」がある。さまざまな職業の著者が自分の経験を語
りながら、わかりやすく「仕事ってなんだろう」を考える。１２歳から読める、生活のなか
で探求する哲学シリーズ。

82 天職事典 PHP研究所 2005.11
366
ﾃ

世の中には星の数ほどの職業が存在する。天職と呼べる仕事との出会いのために、３６２の
職業を厳選し２２の業種別に紹介。「自然とふれあう」「異性にモテる」など、仕事の特性
から探し出せる索引つき。
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