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進路や仕事について考えるとき、ぜひ図書館を活用してください。 

図書館には、下記のようにいろいろな本をそろえています。2月前半には一週間ほどお休みがあります。 

進路について考えたい人はこの機会に、ぜひ、図書館をご利用ください。 

 

 

 

進路関係本で有名なのはコレ！ “なるにはＢＯＯＫＳ シリーズ” 

各巻ともその分野を専門とする執筆陣を起用。ドキュメント・仕事の世界・なるには 

コースからなる構成で、その仕事の魅力・現実から、なり方まで幅広く紹介しています。 

現代社会のほとんどの職種をカバーする最大の職業ガイドシリーズです。 

 

 

★中高生のための学部選びガイド (なるには BOOKS 大学学部調べ) 

タイトル 出版年  タイトル 出版年 

文学部 2017  環境学部 2020 

法学部 2018  工学部 2018 

経済学部 2021  理学部・理工学部 2017 

経営学部・商学部 2019  農学部 2021 

社会福祉学部 2021  医学部 2018 

社会学部・観光学部 2017  看護学部・保健医療学部 2017 

教育学部 2018  薬学部 2020 

教養学部 2020  栄養学部 2019 

外国語学部 2019  獣医学部 2019 

国際学部 2021    

 

 

★なるには BOOKS 

芸術・マスコミ・スポーツ系(抜粋) 

タイトル 出版年  タイトル 出版年 

美容師・理容師になるには 2018  講談師・浪曲師になるには 2019 

ネイリストになるには 2012  映像技術者になるには 2010 

絵本作家になるには 2013  プロ野球選手になるには 2009 

 

調べものをするとき、本に書かれた情報がいつのものかを知ることは大切です。 

本の最後の方にある“奥付”(タイトル、著者名、出版社などが記載されてある)の 

出版年や本文、注記などで、いつの情報か理解したうえで読みましょう。 

 

公務員・教員系(抜粋) 

タイトル 出版年  タイトル 出版年 

消防官になるには 2019  学芸員になるには 2019 

救急救命士になるには 2018  司書になるには 2016 

警察官になるには 2009  地方公務員になるには 2015 

自衛官になるには 2020  国家公務員になるには 2015 

保育士になるには 2014  宗教家になるには 2014 

幼稚園教諭になるには 2019  社会起業家になるには 2013 

小学校教諭になるには 2021  気象予報士・予報官になるには 2016 

中学校・高校教師になるには 2012  自然保護レンジャーになるには 2016 

特別支援学校教諭になるには 2020  環境専門家になるには 2021 

日本語教師になるには 2021  青年海外協力隊員になるには 2020 

 

 

技術・技能系(抜粋) 

タイトル 出版年  タイトル 出版年 

自動車整備士になるには 2015  グランドスタッフになるには 2018 

鉄道員になるには 2015  通訳者・通訳ガイドになるには 2019 

パイロットになるには 2017  観光ガイドになるには 2015 

バイオ技術者・研究者になるには 2018  カフェオーナー・カフェスタッフ・ 

バリスタになるには 

2016 

動物園飼育員・水族館飼育員になる 

には 

2017  販売員・ファッションアドバイザーに 

なるには 

2016 

ドッグトレーナー・犬の訓練士になる 

には 

2016  ビルメンテナンススタッフになる 

には 

2017 

アプリケーションエンジニアになるに

は 

2021  警備員・セキュリティスタッフになる

には 

2015 

ＡＩエンジニアになるには 2020  漁師になるには 2019 

 

 

医療・資格系（抜粋） 

タイトル 出版年  タイトル 出版年 

看護師になるには 2014  作業療法士になるには 2014 

薬剤師になるには 2020  義肢装具士になるには 2017 

臨床工学技士になるには 2019  歯科衛生士・歯科技工士になるには 2017 

臨床検査技師になるには 2018  保健師・養護教諭になるには 2017 

診療放射線技師になるには 2018  獣医師になるには 2018 

視能訓練士になるには 2018  動物看護師になるには 2017 

言語聴覚士になるには 2017  税理士になるには 2018 
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補巻・別巻(抜粋) 

タイトル 出版年  タイトル 出版年 

会社で働く 2021  アニメ業界で働く 2021 

証券・保険業界で働く 2019  ゲーム業界で働く 2020 

教育業界で働く 2020  スポーツで働く 2019 

子どもと働く 2014  福祉業界で働く 2020 

宇宙・天文で働く 2018  医薬品業界で働く 2018 

魚市場で働く 2017  葬祭業界で働く 2015 

 

 

 

 

 

仕事 見る知るシリーズ 

 

暮らしを支える仕事、医療・福祉の仕事の流れがわかります。 

資格取得までの情報も載っています。 

興味のある職業について、詳しく写真で見る、文章で知ることができる本です。 

 

タイトル 出版年  タイトル 出版年 

プログラマーの一日 2021  理容師・美容師の一日 2021 

建築士の一日 2020  パイロットの一日 2020 

警察官の一日 2019  消防官の一日 2019 

弁護士・検察官・裁判官の一日 2019  公認心理師の一日 2019 

視能訓練士の一日 2018  言語聴覚士の一日 2018 

「在宅医療」で働く人の一日 2018  義肢装具士の一日 2018 

獣医師の一日 2017  臨床工学技士の一日 2017 

歯科衛生士の一日 2017  診療放射線技師の一日 2017 

柔道整復師の一日 2017  精神保健福祉士の一日 2017 

作業療法士の一日 2016  歯科医師の一日 2016 

社会福祉士の一日 2016  臨床検査技師の一日 2016 

理学療法士の一日 2015  保育士の一日 2016 

救命救急士の一日 2015  薬剤師の一日 2015 

管理栄養士の一日 2015  助産師の一日 2015 

介護福祉士の一日 2015  保健師の一日 2015 

医師の一日 2014  看護師の一日 2014 

 

 

キャリア教育に活きる!仕事ファイル センパイに聞く シリーズ 

   

30 センチある大型本です。全ページがカラー、写真つきで、各巻 6名ほどの 

センパイたちのインタビューなどが載っています。 

 

タイトル 掲載職業 出版年 

ICTの仕事 VR 動画サービスプロジェクトマネージャー、オンライン診療営業、 

クラウドファンディング会社広報など 

2021 

感染症の仕事 アプリニュース編集者、感染対策商品研究、行政保健師など 2021 

宇宙の仕事 国際宇宙ステーション運用管制官、月面探査車開発など 2021 

水の仕事 天然水商品開発、水質検査員、浴室商品開発など 2021 

文字の仕事 LINEスタンプクリエイター、速記士 点字触読校正など 2021 

エコの仕事 フードバンク営業、エシカル商品企画、国立環境研究所研究員 など 2020 

鉄道の仕事 鉄道運転士、鉄道運輸指令員、鉄道車両製造 など 2020 

アートの仕事 学芸員、絵画修復士、アートディレクター など 2020 

法律の仕事 弁理士、労働基準監督官、サイバーセキュリティー対策警察官 など 2020 

ベビーの仕事 ベビーカー開発、液体ミルク開発、ベビー服デザイナー など 2020 

エンタメの仕事 舞台衣裳製作、映画配給会社宣伝、チケット仕入営業 など 2020 

防災の仕事 災害対応ロボット開発者、ドローンパイロット、災害救助犬訓練士 など 2020 

マネーの仕事 銀行員、証券パーソン、電子マネー企画 など 2019 

スポーツの仕事 スポーツアナウンサー、スポーツトレーナー、スポーツプロゲーマー など 2019 

旅行の仕事 客室乗務員、エコツーリズムガイド、観光タクシー など 2019 

海の仕事 海上保安官、漁師、航海士、造船設計 など 2019 

山の仕事 林業、アウトドアブランド、山岳救助隊 など 2019 

福祉の仕事 手話通訳士、点字フォント発明家、理学療法士 など 2019 

美容の仕事 美容師、エステティシャン、ネイリスト、皮膚科医 など 2019 

サイエンスの仕事 気象予報士、データサイエンティスト、ロボット開発者 など 2018 

学校の仕事 中学校教諭、保育士、スクールカウンセラー など 2018 

住まいの仕事 建築家、大工、家具職人、生活雑貨バイヤー など 2018 

動物の仕事 盲導犬訓練士、動物保護団体職員、動物園飼育係 など 2018 

メディカルの仕事 オペナース、医薬品研究者、再生医療研究者 など 2018 

伝統文化の仕事 着物デザイナー、江戸切子職人、花火ディレクター など 2018 

ITの仕事 プログラマー、CGアニメーター、WEBデザイナー など 2017 

メディアの仕事 YouTuber、アナウンサー、広告ディレクター など 2017 

ファッションの仕事 ファッションデザイナー、カメラマン、スタイリスト など 2017 

ショップの仕事 雑貨店店長、オンラインモール運営、百貨店バイヤー など 2017 

フードの仕事 レシピサイト運営、調理師、パティシエ など 2017 

インターナショナル

な仕事 

ツアーコンダクター、映像翻訳家、JICA職員 など 2017 
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しごと場見学! シリーズ 

 

私たちが日々の暮らしのなかで利用する場所や施設には、どんな仕事があるのでしょうか？ 

働いている人へのインタビューがたくさんあり、かわいいイラストで親しみやすいです♪ 

 

タイトル 出版年  タイトル 出版年 

市役所で働く人たち 2015  ごみ処理場・リサイクルセンターで 

働く人たち 

2016 

消防署・警察署で働く人たち 2011  ダム・浄水場・下水処理場で 

働く人たち 

2015 

学校で働く人たち 2018  空港で働く人たち 2018 

保育園・幼稚園で働く人たち 2018  駅で働く人たち 2010 

美術館・博物館で働く人たち 2018  港で働く人たち 2013 

書店・図書館で働く人たち 2016  船で働く人たち 2013 

新聞社・出版社で働く人たち 2014  工場で働く人たち 2015 

放送局で働く人たち 2018  ホテルで働く人たち 2011 

銀行で働く人たち 2016  レストランで働く人たち 2012 

病院で働く人たち 2018  ケーキ屋さん・カフェで働く人たち 2015 

クリニック・薬局で働く人たち 2016  牧場・農場で働く人たち 2014 

介護施設で働く人たち 2011  動物園・水族館で働く人たち 2013 

商店街で働く人たち 2016  遊園地・テーマパークで働く人たち 2014 

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 

2011  スタジアム・ホール・シネマコンプレ

ックスで働く人たち 

2013 

百貨店・ショッピングセンターで 

働く人たち 

2015  美容室・理容室・サロンで 

働く人たち 

2015 

 

 

 

                会社図鑑 シリーズ 

 

30 センチの大型本で、ダイナミックなイラストと図解でそれぞれの会社の仕事に 

ついて解説します。40ページと薄く、子どもにも大人にも面白い、会社の図鑑 

です。 

 

タイトル 出版年  タイトル 出版年 

ITソリューション会社図鑑 2016  建設機械レンタル会社図鑑 2016 

航空会社図鑑 2016  証券会社図鑑 2015 

コンサルティング会社図鑑 2013    

  みんなが憧れるプロフェッショナルの世界 仕事図鑑 シリーズ 

 

第一線で活躍する方々が、仕事や収入、プライベートなど、その仕事の魅力を大いに語ります。 

 

タイトル 出版年  タイトル 出版年 

金融業界の仕事図鑑 2017  公認会計士の仕事図鑑 2017 

税理士の仕事図鑑 2017  臨床心理士の仕事図鑑 2017 

 

日本の伝統文化仕事図鑑 シリーズ 

 

日本の伝統文化に関わる仕事を紹介する図鑑シリーズです。伝統芸能や伝統工芸 

のほか、建築、衣服、料理、武道などの世界で伝統文化を継承し、発展させている 

職人たちの仕事をわかりやすく解説しています。 

タイトル 掲載職業 出版年 

芸能・芸術・武道・食ほか 歌舞伎役者、舞妓・芸妓、筆職人、空手家、塩づくり職人、僧侶など 2019 

工芸・建築・服飾ほか 仏師、鯉のぼり職人、大工、鳶工、盆栽職人、織物職人など 2019 

 

他に こんな本もあります 

★一生困らない 女子のための「手に職」図鑑 華井由利奈/著 光文社 2018 

衣食住、旅行、アート、自然、科学、コンピュータ、教育など、女子に人気の業種を 

中心に掲載されています。将来に結婚、妊娠・出産をしたときに、本当に働きや 

すい職業を探したい人は、読んでみてはいかがでしょう。 

 

★中学生・高校生の仕事ガイド 2020-2021年版 進路情報研究会/編 桐書房 2019 

★日経業界地図 ２０２２年版  日本経済新聞社/編  日経ＢＰＭ 2021 

→2030年の新業界、仕事と職種、有望な 100の技術なども載っていて、参考になります 

★日本の給料&職業図鑑 Special 給料 BANK/著 宝島社 2021 

★大学の学科図鑑  石渡嶺司/著  SBクリエイティブ 2021 

★大学の学部・学科がよくわかる本  四谷学院進学指導部/編著  アーク出版 2017 

   

 

高校生のときに自分の進路が明確な人は、ほんの少数だと思います。 

ほとんどの人がまだイメージができないのではないでしょうか。 

世の中には、さまざまな仕事があります。 

本を通して職業の世界をちょっとのぞいてみましょう。これからの 

進路を考えるときに、何か少しでも仕事に対する興味を持つきっかけ 

になれば嬉しいです。 


