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「仕事・職業」について調べる（高学年向け）
「働く」なんてまだずっと先のこと。でも、家で過ごす時間や学校での活動、毎日
しょうらい

の生活全部があなたの 将 来 を作っていきます。あこがれの仕事がある人も、まだ
なにも決まっていないという人も、図書館で「職業調べ」してみませんか。
キーワードを見つけよう
けんさく

図書館にある本は、検索機（ＯＰＡＣといいます）
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いくつかの「キーワード」を組み合わせることで、
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よりさがしやすくなります。

など

1 「働く」ってどういうことだろう
働くことの大切さや楽しさについて感じよう
ぼく

『僕たちはなぜ働くのか （上・下）』
いけがみ

池上

あきら

かんしゅう

彰 ／監 修

がっけん

学研 プラス（366）

ぜん

かん

『シリーズ・「変わる！キャリア教育」（全３巻）』
いなば

稲葉

しげかつ

ちょ

茂 勝 ／著

しょぼう

ミネルヴァ書房 （375）

「仕事ってなんだ？」

「大人は何のために働くの？」

「どうやって働く？」

「 就 職 するってどういうこ

働くことの意味や、これからのキ

と？」色々な学校で行われている

ャリア、生き方について、マンガ

キャリア教育への取り組みもし

を豊富に交えて解説する。

ょうかい。

しゅうしょく

ほかにもあります
けいざい

『くらす、はたらく、経済のはなし

３

会社のなりたちとはたらくルール』
や ま だ

ひろふみ

おおつき しょてん

山田 博文／文 大月書店（330）
いわさき しょてん

『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（366）
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せんぱい

2 人生の先輩に学ぼう
伝記の中の人物の生き方や考え方を学び、自分の生き方も考えてみよう
『スティーブ・ジョブズ』

『大統領を動かした女性
ルース・ギンズバーグ』

パム・ポラック／他著 ポプラ社

ジョナ・ウィンター／著

（289）
始まりは、友だちとつくったコ
さい

汐 文社（289）

ンピューター。２１歳 で会社を

貧しい家庭で育ったルース。

おこし、まったく新しいコンピ

努力のすえ、弁護士になって

ューターを提案。やがてジョブ

からも、ひどい男女差別を経

ズは先進的な商品を世のなかに

験したルースは、あきらめず

送りだしていく…。

に差別に立ち向かい…。

す ぎ は ら ち う ね

『杉原千畝』
いしざき

ちょうぶんしゃ

ようじ

こうだんしゃ

石崎 洋司／文 講談社（289）

ほかにもあります
『マザー・テレサ』
もちづき

ナチス・ドイツによるユダヤ人
はくがい

迫害がはげしくなったとき、ユ
ダヤ人たちに日本通過ビザを
発給した杉原千畝。6000 人あ
まりのユダヤ人の命を救った
外交官の人生をえがく。

まさこ

望月 正子／文 講談社（289）

『オリンピックパラリンピックのスゴイ話』
おおの

ますひろ

大野 益弘／著 ポプラ社（780）

『日本のスゴイ科学者』
へんちょ

あ さ ひ がくせい しんぶんしゃ

日本科学未来館／他編著 朝日学生新聞社（404）

3 世界の人々とともに生きる
世界の人々とコミュニケーションできたら、未来はもっと広がる
『英語でしゃべろう！（全３巻）』
よ し だ

けんさく

『これって英語でなんていうの？（全５巻）』

かんしゅう

吉田 研作／監修 ポプラ社（837）

さ と う

く

み

こ

佐藤 久美子／監修 ポプラ社（837）

『②相手のことを聞いてみ

英語で好きなものを伝えよ

よう』では、
「あこがれの職

う。『③なにが好き？』では

業をいってみよう」
「おとな

しゅみ

趣味や好きな教科、スポーツ

になったら、こんなことがし

などの伝え方がのっていま

たい」などを話すことができ

す。

るようになります。

ほかにもあります
うえまつ

ひょうろんしゃ

『レッツ・トライ・イングリッシュ！（全３巻）』 トミー植松／著 評論社（830）
ピッキーのあしあと「仕事・職業（高学年向け）
」

綾瀬市立図書館 2020.3

4 夢やあこがれをはぐくもう
好きなことや得意なことを仕事にしたい、知らない職業に出会ってみたい
ず か ん

『東京ディズニーリゾート

『子どものためのニッポン手仕事図鑑』

かいてい

キャストの仕事 改訂版』

おおまき けい ご

大牧圭吾ニッポン手仕事図鑑編集長／監修

講談社／編 講談社（Y689）

オークラ出版（750）

東京ディズニーリゾートを支え

日本にはたくさんのすばらし

るキャストの情報がまんさい！

い手仕事がある。食品サンプル

どのような職種があり、どんな

せんこう

職人、線香職人など、さまざま

仕事をしているのかを、写真を

な職人たちの仕事と思いを、写

交えてくわしくしょうかい。

『「好き」で見つける仕事ガイド』
『スイーツの仕事』（588）
サトウ

ヨーコ／マンガ・イラスト
せ い か せんもん

東京調理製菓専門学校／取材協力

真とともに伝える。

ポプラ社

『サッカーの仕事』（783）
イケウチ

リリー／マンガ・イラスト

かわさき

川崎フロンターレ／取材協力

審判 、トレーナー

イーツに関わる仕事

など、サッカーに

なら

ーツがお店に並ぶま
でを支えるたくさん
のプロをしょうかい。

オオノ

マサフミ／マンガ・イラスト
セガゲームス／取材協力
プログラマー、サウ

しんぱん

パティシエだけがス

じゃない！新作スイ

『ゲームの仕事』（589）

ンドクリエイターを
せんでん

はじめ、宣伝、プロゲ

かかわる仕事をマ

ーマーなどゲームに

ンガといっしょに

かかわるさまざまな

しょうかい。

『時代をつくるデザイナーになりたい！！（全９巻）』

仕事をしょうかい。

りくようしゃ

スタジオ 248／編著 六耀社

デザイナーを目指す子どもたちへの職業ガ
イド。技術をどこで学び、どのような世界で
かつやく

活躍しているのでしょうか。
ヘアデザイナー（595）、ブックデザイナー
（022）など、働く現場をおいながら、仕事
の実際を学ぶシリーズ。

ピッキーのあしあと「仕事・職業（高学年向け）
」

綾瀬市立図書館 2020.3

5 インターネットで調べてみよう（2020 年 2 月現在）
『13 歳のハローワーク公式サイト』

『EduTown あしたね』

https://www.13hw.com/home/index.html

https://ashitane.edutown.jp/
けいさい

たくさんの仕事人のインタビューが掲載されて

自分の将来の仕事や職業を考えるにあたって、そ

います。かれらがどのようなキャリアを歩んで

の世界を見たり、感じたりすることができる『入り

その仕事についたのか。小中学生のときはどん

口』となるような情報がたくさんのっています。全

な夢をみていたのか。今の仕事への情熱や、仕事

国で行われるイベントの情報も分かります。

内容を知ることができます。

『学研キッズネット 未来の仕事』

ほかにもあります

https://kids.gakken.co.jp/shinro/

『キッザニア KidZania Japan』

さが

「未来の仕事を探せ！」
「資格・検定ガイド」の 2

http://www.kidzania.jp/

つのテーマできみのなりたい仕事・職業について調

『カンドゥー [Kandu]』

べることができます。「資格・検定ガイド」では今

https://www.kandu.co.jp/

すぐゲットできるものから、将来つきたい職業に必
要なものなどがしょうかいされています。

せいきゅう き ご う

◆しょうかいしている本のタイトルのあとにあるカッコの数字は、「請求記号」といいます。
せ な か

図書館の本は、この数字の順番で本だなに並んでいて、数字は本の背中に書いてあります。本
を探す手がかりにしましょう。
◆調べた本のタイトルやウェブサイトの名前は必ず記録しましょう。
◆インターネットに書かれた情報は、必ずしも正しいとは限りません。そのページを作った人
がだれか分からないときは、そのまますぐに信じず、ほかのウェブサイトや本でも同じことが
書かれているか、よく確かめましょう。
し し ょ

◆うまく本が見つからないときは、図書館司書に質問してください。調べたいことがのってい
る本を探すお手伝いをします。
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