
【中学】学習支援図書セット貸出図書台帳 D-3-1 進路職業選択①

№ 資料番号 請求記号 タイトル シリーズ名・各巻書名・副書名 人名 出版者 出版年月 保管場所
1 620423475 024 ﾄｷ 書店・図書館で働く人たち しごと場見学! 戸田　恭子／著 東京：ぺりかん社 2016年4月 ＹＡ
2 611045212 366 ｲｱ もっとやりたい仕事がある! 池上　彰／著・監修 東京：小学館 2017年7月 就職支援
3 620419838 318 ﾀﾘ 市役所で働く人たち しごと場見学! 谷　隆一／著 東京：ぺりかん社 2015年12月 ＹＡ
4 611106097 338 ｲﾉ 証券・保険業界で働く なるにはBOOKS　補巻23 生島　典子／著 東京：ぺりかん社 2019年6月 学習
5 610688467 366 ｴﾋ 愛媛シゴト図鑑 愛媛経済レポート／制作 松山：愛媛経済レポート 2021年6月 就職支援
6 620411041 Tﾏｽ 366 ｵｼ お仕事ナビ　1 食べ物を作る仕事／パティシエ シェフ パン職人 ラーメン屋さん 和食料理人 お仕事ナビ編集室／[編] 東京：理論社 2014年8月 児童開架
7 620411058 Tﾏｽ 366 ｵｼ お仕事ナビ　2 ゲームを作る仕事／グラフィックデザイナー プロデューサー サウンドクリエイター シナリオライター プログラマー お仕事ナビ編集室／[編] 東京：理論社 2014年10月 児童開架
8 620411066 Tﾏｽ 366 ｵｼ お仕事ナビ　3 子どもに関わる仕事／保育士 小児科医 児童指導員 給食を作る人(管理栄養士・調理師) 助産師 お仕事ナビ編集室／[編] 東京：理論社 2014年11月 児童開架
9 620411074 Tﾏｽ 366 ｵｼ お仕事ナビ　4 医療に関わる仕事／看護師 外科医 義肢装具士 創薬研究者 薬剤師 お仕事ナビ編集室／[編] 東京：理論社 2015年2月 児童開架
10 620411082 Tﾏｽ 366 ｵｼ お仕事ナビ　5 スポーツをする仕事／サッカー選手 プロフィギュアスケーター 野球選手 車いすバスケットボール選手 ゴルファー お仕事ナビ編集室／[編] 東京：理論社 2015年3月 児童開架
11 620463935 Tﾏｽ 366 ｵｼ お仕事ナビ　6 動物に関わる仕事／動物園飼育員 トリマー 水族館飼育員 獣医師 お仕事ナビ編集室／[編] 東京：理論社 2015年9月 児童開架
12 620463943 Tﾏｽ 366 ｵｼ お仕事ナビ　7 海と大地で働く仕事／農業 林業 漁業 酪農 お仕事ナビ編集室／[編] 東京：理論社 2015年10月 児童開架
13 620463950 Tﾏｽ 366 ｵｼ お仕事ナビ　8 人を守る仕事／消防士 山岳救助隊員 弁護士 自衛官 お仕事ナビ編集室／[編] 東京：理論社 2015年11月 児童開架
14 620463968 Tﾏｽ 366 ｵｼ お仕事ナビ　9 飛行機に関わる仕事／パイロット 航空管制官 航空整備士 客室乗務員 お仕事ナビ編集室／[編] 東京：理論社 2016年1月 児童開架
15 620463976 Tﾏｽ 366 ｵｼ お仕事ナビ　10 マンガ・アニメに関わる仕事／マンガ家 声優 アニメーター アニメ監督 お仕事ナビ編集室／[編] 東京：理論社 2016年3月 児童開架
16 620463984 Tﾏｽ 366 ｵｼ お仕事ナビ　11 ファッションに関わる仕事／スタイリスト 靴デザイナー 美容師 店長兼バイヤー お仕事ナビ編集室／[編] 東京：理論社 2017年7月 児童開架
17 620463992 Tﾏｽ 366 ｵｼ お仕事ナビ　12 ITに関わる仕事／アプリ開発者 AI研究者 ウェブプランナー ユーチューバー お仕事ナビ編集室／[編] 東京：理論社 2017年10月 児童開架
18 620464008 Tﾏｽ 366 ｵｼ お仕事ナビ　13 ライフラインを支える仕事／発電所 高速道路 水道局 清掃工場 お仕事ナビ編集室／[編] 東京：理論社 2017年12月 児童開架
19 620464016 Tﾏｽ 366 ｵｼ お仕事ナビ　14 教育に関わる仕事／競泳強化コーチ 養護教諭 司書 小学校教諭 お仕事ナビ編集室／[編] 東京：理論社 2018年1月 児童開架
20 620464024 Tﾏｽ 366 ｵｼ お仕事ナビ　15 宇宙に関わる仕事／宇宙飛行士 プラネタリウム製作者 金属加工職人 天文学者 お仕事ナビ編集室／[編] 東京：理論社 2018年1月 児童開架
21 620490326 Tﾏｽ 366 ｵｼ お仕事ナビ　16 観光に関わる仕事／バスガイド 全国通訳案内士 旅行代理店 女将 お仕事ナビ編集室／[編] 東京：理論社 2018年7月 児童開架
22 620490334 Tﾏｽ 366 ｵｼ お仕事ナビ　17 住居に関わる仕事／建築家 インテリアコーディネーター 大工 不動産仲介業 お仕事ナビ編集室／[編] 東京：理論社 2018年9月 児童開架
27 620490342 Tﾏｽ 366 ｵｼ お仕事ナビ　18 鉄道に関わる仕事／運転士 車両メンテナンス 電気工事 駅社員 お仕事ナビ編集室／[編] 東京：理論社 2018年12月 児童開架
29 620490359 Tﾏｽ 366 ｵｼ お仕事ナビ　19 スポーツを支える仕事／プロ野球チーム付広報 スポーツトレーナー グラブ職人 サッカー審判 お仕事ナビ編集室／[編] 東京：理論社 2019年2月 児童開架
31 620490367 Tﾏｽ 366 ｵｼ お仕事ナビ　20 囲碁・将棋に関わる仕事／将棋棋士 囲碁棋士 専門紙編集者 盤職人 お仕事ナビ編集室／[編] 東京：理論社 2019年3月 児童開架
23 620443937 366 ｼﾕ 10代のための仕事図鑑 未来の入り口に立つ君へ 大泉書店編集部／編 東京：大泉書店 2017年4月 ＹＡ
24 611142175 366 ﾀｶ 21世紀の新しい職業図鑑 未来の職業ガイド 武井　一巳／著 東京：秀和システム 2020年8月 就職支援
25 620511501 Tﾏｽ 366 ﾅｾ なぜ僕らは働くのか 君が幸せになるために考えてほしい大切なこと 池上　彰／監修 東京：学研プラス 2020年3月 ＹＡ
26 620463901 Tﾏｽ 366 ﾎﾌ ポプラディアプラス仕事・職業　1 職業図鑑　上 東京：ポプラ社 2018年4月 ＹＡ
28 620463919 Tﾏｽ 366 ﾎﾌ ポプラディアプラス仕事・職業　2 職業図鑑　下 東京：ポプラ社 2018年4月 ＹＡ
30 620463927 Tﾏｽ 366 ﾎﾌ ポプラディアプラス仕事・職業　3 学習資料集・索引 東京：ポプラ社 2018年4月 ＹＡ
32 611144593 Tﾏｽ 369 ﾄｷ 福祉業界で働く なるにはBOOKS　補巻24 戸田　恭子／著 東京：ぺりかん社 2020年4月 学習
33 611144643 Tﾏｽ 370 ﾐｱ 教育業界で働く なるにはBOOKS　補巻25 三井　綾子／著 東京：ぺりかん社 2020年8月 学習
34 611004417 Tﾏｽ 674 ｵﾀ イベントの仕事で働く なるにはBOOKS　補巻17 岡星　竜美／著 東京：ぺりかん社 2015年4月 学習
35 611004136 Tﾏｽ 673 ｳﾋ 葬祭業界で働く なるにはBOOKS　補巻15 薄井　秀夫／著 東京：ぺりかん社 2015年1月 学習


