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職業を調べる 

          （中学校―総合）        
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                     

                                     

        

 「職業」を調べるための本を、子どもの本コーナーにある本を中心にご紹介します。 

ここに挙げているのは、ほんの一例です。 

わからないことがありましたら、カウンターでおたずねください。 

 

お問い合わせ先：徳島県立図書館 〒770-8070 徳島市八万町向寺山 文化の森総合公園内 

                        TEL：088-668-3500 FAX：088-668-6904 

201８.9 作成 2022.11 改訂 

徳島
と く し ま

県立
け ん り つ

図書館
と し ょ か ん

 

 



1.  キーワードを考える 

 手がかりとなるキーワードを考えましょう。 

スポーツ選手、公務員、エンジニア、ゲーム、教育、医療、保健、福祉、ファッション、 

アニメ、芸能、動物（ペット）、農業、産業、販売、飲食、職人、モノづくり、資格 

 

2.  テーマを知る 

 百科事典、辞典などの参考図書を調べると、テーマをより詳しく知ることや、新たなキーワ

ードを増やすことができます。 

書名 場所 請求記号 

中学生・高校生の仕事ガイド 2019-2020 年版 子どもの本コーナー Y３６６/シン 

ポプラディアプラス 仕事・職業 子どもの本コーナー ３６６L/ホフ 

職業ガイドナビ 子どもの本コーナー ３６６/ホフ 

女性の職業のすべて 2021 年版 ブラウズ 366.2/ｼﾖ/仕事 2 

蛍雪時代 20220930  新聞雑誌 376.8 /ｹｲ 

 

３.  図書を探す 

① 図書館内のパソコンや、お家のパソコン、スマホを使って、徳島県立図書館の資料を、書  

名、著者名、キーワードなどから探すことができます。 

検索結果が出たら、「タイトル」をクリックしてください。資料の場所がわかります。 

書名、請求記号、場所をメモしてください。 

② 請求記号の示す棚に行ってください。 

図書は「日本十進分類法（NDC）」によって、テーマで分類された数字の順番に並んでい

ます。このため、同じテーマの本は、同じ棚に並んでいます。 

請求記号 

（コーナー） 
テーマ 本の例 

３１７ 行政 『よくわかる消防・救急』、『よくわかる警察』 

３６６ 職業 
『おしごと年鑑』、『しごと場見学!』、『ジブン未来図鑑』、『教

えて、先輩！私の職業』、『めくって学べるしごと図鑑』 

３６９ 福祉 『介護福祉士の一日』、『保育士の一日』 

４９８ 医療 『管理栄養士の一日』、『よくわかる病院』 

仕事２ 

（ブラウズ） 

資格・ 

職業ガイド 

『化学のしごと図鑑』、『クリエイターのハローワーク』、 

『ゲーム業界で働く』、『アニメ業界就職ガイド』 

https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110258104
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110188219
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103226103
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110424935
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=2210051161
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110053792
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1104044508
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110364464
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103049884
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110811559
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103240205
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103240205
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110472353
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103817834
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103941121
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103880227
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110041539
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110326456
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110085217
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110480926
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110461679


４.  インターネットで調べる 

 新しい情報を知ることができます。ただし、信頼のおける情報かどうか注意が必要です。 

１３歳のハローワーク公式サイト https://www.13hw.com/home/index.html 

職業図鑑 https://aaaaaa.co.jp/job/ 

学研キッズネット「未来の仕事」 https://kids.gakken.co.jp/shinro/ 

東京書籍「EduTown あしたね」 https://ashitane.edutown.jp/ 

 

５.  資料一覧 

資料の一部を紹介します。 

  書  名 著 者 出版者 出版年 請求記号 

1 進路・将来を考える 

日外アソシエーツ株式

会社／編 

日外アソシエーツ 2016.3 028 /ﾆﾁ 

2 キャリア教育に役立つ!官公庁の仕事 稲継 裕昭／監修 あかね書房 2018.12 317L /ｱｶ 

3 わくわく資格ブック １ ・ ２ ・ ３   教育画劇  2015 317L /ｷﾖ 

4 警察署図鑑 梅澤 真一／監修 金の星社 2020.10 317L /ｷﾝ 

5 消防署図鑑 梅澤 真一／監修 金の星社 2019.12 317L /ｷﾝ 

6 発見!会社員の仕事 ３ 大野 髙裕／監修 フレーベル館 
2017～

2018 
335L /ﾌﾚ/ 

7 よくわかる銀行 戸谷 圭子／監修  ＰＨＰ研究所  2018.5 338L /ﾋｲ 

8 
大人は知らない今ない仕事図鑑

100 

澤井 智毅／監修 講談社 2020.8 366 /ｳｴ 

9 マンガで体験!人気の仕事 

仕事の専門家１８名／

監修  
小学館 2019.12 366 /ｼﾖ 

10 こども手に職図鑑 

子供の科学と手に職図

鑑編集委員会／編  
誠文堂新光社 2020.11 366 /ｾｲ 

11 
NHK プロフェッショナル仕事の流

儀 

ＮＨＫ「プロフェッショナ

ル」制作班／編 
ポプラ社 2018.4 366 /ﾆﾂ 

12 
調べてまとめる!仕事のくふう １・

２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
岡田 博元／監修 ポプラ社 2020.4 366 /ﾎﾌ 

https://www.13hw.com/home/index.html
https://aaaaaa.co.jp/job/
https://kids.gakken.co.jp/shinro/
https://ashitane.edutown.jp/
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103976908
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110296385
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103814004
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103837502
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103837503
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110527296
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110423778
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110176606
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110190654
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110499261
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110499261
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110417492
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110545179
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110184244
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110184244
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110462556
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110462578
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110462581
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110462583
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110462584


 書  名 著 者 出版者 出版年 請求記号 

13 
仕事のくふう、見つけたよ １ ・ ２・

３ ・ ４ 
青山 由紀／監修 金の星社 2020.2 366L /ｷﾝ 

14 キャリア教育に活きる!仕事ファイル 

小峰書店編集部／

編著  
小峰書店 

2017～

2020 
366L /ｺﾐ 

15 ザ・裏方 １ ・ ２ ・ ３    フレーベル館 
2018～

2019 
366L /ﾌﾚ 

16 よくわかる介護の仕事・施設 結城 康博／監修  ＰＨＰ研究所  2018.11 369L /ﾋｲ 

17 仕事の歴史とこれから 

藤子・Ｆ・不二雄／ま

んが  
小学館 2020.7 384 /ﾌｼ 

18 昔のお仕事大図鑑  小泉 和子／監修 
日本図書センタ

ー 
2020.10 384L /ﾆﾎ 

19 
いのちを救いたい救急救命 24 時 

１ ・ ２ ・ ３ 
風讃社／編 汐文社 2019 498 /ﾌｳ/ 

20 日本の手仕事 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４  遠藤 ケイ／絵と文 汐文社 
2017～

2018 
509 /ｴﾝ 

21 YouTuber教室 山田 せいこ／原作 ポプラ社 2018.8 547 /ﾔﾏ 

22 よくわかる海上保安庁 

海上保安協会／監

修 
ＰＨＰ研究所  2018.8 557L /ﾋｲ 

23 ゲームの仕事   ポプラ社 2019.11 589 /ﾎﾌ 

24 はこぶ仕事のひみつ図鑑   
スタジオタッククリ

エイティブ 
2020.7 680 /ｽﾀ 

25 鉄道会社で行こう!  豊田 巧／作 集英社 2019.3 686 /ﾄﾖ 

26 
夢活!なりたい!アニメの仕事 １・

２ ・ ３ 

代々木アニメーショ

ン学院／監修 
汐文社 2018 778 /ﾁﾖ 

27 eスポーツはじめて事典 ３ 筧 誠一郎／監修  文溪堂  2020.10 798L /ﾌﾝ 

28 消防官の一日 

ＷＩＬＬこども知育研

究所／編著 
保育社  2019.8 Y317 /ｳｲ 

29 
大人になったらしたい仕事  １ ・ 

２ ・ ３  

朝日中高生新聞編

集部／〔編著〕 

朝日学生新聞

社 

2017～

2019 
Y366 /ｱｻ 

30 10代のための資格・検定 

大泉書店編集部／

編 
大泉書店 2020.4 Y366 /ｵｵ 

31 ５分でわかる１０年後の自分 図子 慧／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.4 Y366 /ｽｼ 

 

https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110449388
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110458479
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110458480
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110458477
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110037726
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110280999
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110304716
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110328382
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110264811
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110490001
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110517615
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110326999
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110326999
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110304785
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110327000
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110106814
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110121235
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110135293
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110152216
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110238671
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110234733
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110405048
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110489633
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110323506
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110147172
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110175727
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110179722
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110533453
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110371892
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110104923
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110266389
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110381864
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110470637
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110339633

