
書名 著者名 出版者 請求記号

1 よるのわがしやさん 穂高 順也∥文 文溪堂      E       /ｱ              

2 ライオンのしごと 竹田津 実∥作 偕成社      E       /ｱ          

3 サンサロようふく店 アン ゼソン∥作　絵 TOY Publishing      E       /ｱ           

4 ポチポチのレストラン 井川 ゆり子∥文　絵 文溪堂      E       /ｲ         

5 だんご屋政談 春風亭 一之輔∥作 あかね書房      E       /ｲ            

6 なんと!ようひんてん 石川 基子∥作 講談社      E       /ｲ     

7 すてきなぼうしやさん ますだ ゆうこ∥ぶん そうえん社      E       /ｲ     

8 こぐまのミモのジャムやさん いちかわ なつこ∥作 あかね書房      E       /ｲ         

9 おみせやさんでんしゃ 林 木林∥文 交通新聞社      E       /ｲ         

10 くまのこうちょうせんせい こんの ひとみ∥作 金の星社      E       /ｲ         

11 くつやさんとおばけ いわさき さとこ∥作 BL出版      E       /ｲ         

12 シロクマくつや おおで ゆかこ∥作 偕成社      E       /ｵ      

13 ふしぎなでまえ かがくい ひろし∥作 講談社      E       /ｶ          

14 おさかないちば 加藤 休ミ∥作 講談社      E       /ｶ           

15 銅版画家の仕事場 アーサー　ガイサート∥作 BL出版      E       /ｶﾞ          

16 ゴリララくんのコックさん きむら よしお∥作 絵本館      E       /ｷ              

17 やまねこせんせいおおいそがし 末崎 茂樹∥作  絵 ひさかたチャイルド      E       /ｽ            

18 ワニのワッフルケーキやさんワニッフル 谷口 智則∥作 アリス館      E       /ﾀ           

19 ゴリラのくつや 谷口 智則∥作 あかね書房      E       /ﾀ           

20 カメレオンのかきごおりや 谷口 智則∥作 アリス館      E       /ﾀ            

21 とらばあちゃんのうめしごと いちかわ けいこ∥文 アリス館      E       /ﾀ           

22 水曜日の本屋さん シルヴィ　ネーマン∥文 光村教育図書      E       /ﾀ          

23 いろいろバス tupera tupera∥さく 大日本図書      E       /ﾂ             

24 パンダ銭湯 tupera tupera∥さく 絵本館      E       /ﾂ           

25 よるのようふくやさん 穂高 順也∥文 文溪堂      E       /ﾃ        

26 カエルのおんがくたい 刀根 里衣∥絵　文 小学館      E       /ﾄ          

27 ネコのラジオ局 南部 和也∥さく 教育画劇      E       /ﾄ              

28 もりのおやつやさん とりごえ まり∥[作] 学研      E       /ﾄ           

29 ゆうびんやぎさん 杉元 美沙希∥ぶん くもん出版      E       /ﾄ          

30 おしりたんてい トロル∥さく  え ポプラ社      E       /ﾄ           

31 すずりくん 青柳 貴史∥作 あかね書房      E       /ﾅ          

32 はたけしごとにとりかかろう ジョーン　ホルブ∥ぶん 評論社      E       /ﾅ             

33 おさるのパティシエ サトシン∥作 小学館      E       /ﾅ          

34 かぶきやパン かねまつ すみれ∥作 童心社      E       /ﾅ         

35 アントンせんせいあかちゃんです 西村 敏雄∥作 講談社      E       /ﾆ            

36 アントンせんせいおでかけです 西村 敏雄∥作 講談社      E       /ﾆ            

37 みんなのくまくまパン 西村 敏雄∥作 あかね書房      E       /ﾆ           

38 おおにしせんせい 長谷川 義史∥作 講談社      E       /ﾊ           

39 ショコラちゃんはおいしゃさん 中川 ひろたか∥ぶん 講談社      E       /ﾊ            

40 ぽっかりライトせんせい はっとり ひろき∥作 講談社      E       /ﾊ            

41 わたしはじゅういさん  なつやすみのまき ドナータ  クアリオッティ∥さく 潮出版社      E       /ﾊﾞ             

42 ペロのおしごと 樋勝 朋巳∥作 小学館      E       /ﾋ         

43 かめんやさん まきうち れいみ∥文 文芸社      E       /ﾋ          

44 いただきますレストラン ひだの かな代∥えとぶん みらいパブリッシング      E       /ﾋ            

45 司書の一日 WILLこども知育研究所∥編著 保育社 K    013    /ｼ              

仕事の本



46 ハイパーレスキュー災害現場へ走れ! 深光 富士男∥文 佼成出版社 K    317    /ﾌ         

47 交番のヒーロー 如月 かずさ∥作 講談社 K   317    /ｷ           

48 消防署・警察署で働く人たち 山下 久猛∥著 ぺりかん社 K    317    /ﾔ         

49 市役所で働く人たち 谷 隆一∥著 ぺりかん社 K    318    /ﾀ       

50 調べてみよう!国際機関の仕事～SDGs時代へ 1 吉村 祥子∥監修 汐文社 K    329     /ｼ       /1 

51 起業家という生き方 小堂 敏郎∥著 ぺりかん社 K    335     /ｺ              

52 学校では教えてくれない稼ぐ力の身につけ方 小幡 和輝∥著 小学館 K    335     /ｵ           

53 銀行で働く人たち 小堂 敏郎∥著 ぺりかん社 K    338     /ｺ          

54 大人は知らない今ない仕事図鑑100 澤井 智毅∥監修 講談社 K    366     /ｵ          

55 こどもお仕事塾 夢さがしプロジェクト∥著 明治書院 K    366     /ｺ            

56 10代のための資格・検定 大泉書店編集部∥編 大泉書店 K    366     /ｼﾞ       

57 楽しくわかる!なぜ?どうして?仕事のお話 池田書店編集部∥編 池田書店 K    366     /ﾀ      

58 治安・法律・経済のしごと PHP研究所∥編 PHP研究所 K    366     /ﾁ             

59 ときめきハッピーおしごと事典 おしごとガール研究会∥著 ナツメ社 K    366     /ﾄ       

60 なりたい職業やりたい仕事がわかる本 ジェイアクト∥著 メイツ出版 K    366     /ﾅ          

61 ファッション・建築・ITのしごと PHP研究所∥編 PHP研究所 K    366     /ﾌ            

62 マスコミ・芸能・創作のしごと PHP研究所∥編 PHP研究所 K    366     /ﾏ            

63 やってみたいなこんなしごと 2 あかね書房 K    366     /ﾔ       /2 

64 やってみたいなこんなしごと 4 あかね書房 K    366     /ﾔ       /4 

65 やってみたいなこんなしごと 6 あかね書房 K    366     /ﾔ       /6 

66 やってみたいなこんなしごと 19 あかね書房 K    366     /ﾔ       /19 

67 介護というお仕事 小山 朝子∥著 講談社 K    369     /ｺ            

68 保育士の一日 WILLこども知育研究所∥編著 保育社 K    376     /ﾎ        

69 日本のスゴイ科学者 日本科学未来館∥編著 朝日学生新聞社 K    404     /ﾆ         

70 ママはお医者さん あさの あつこ∥作 講談社 K    498     /ｱ            

71 管理栄養士の一日 WILLこども知育研究所∥編著 保育社 K    498     /ｶ            

72 歯科医師の一日 WILLこども知育研究所∥編著 保育社 K    498     /ｼ          

73 理学療法士の一日 WILLこども知育研究所∥編著 保育社 K    498     /ﾘ           

74 技術者という生き方 上山 明博∥著 ぺりかん社 K    502     /ｳ       

75 ダム・浄水場・下水処理場で働く人たち 山下 久猛∥著 ぺりかん社 K    517     /ﾔ          

76 大工さんになろう! 西東 栄一∥まんが 小学館 K    525     /ﾀﾞ            

77 農業者という生き方 藤井 久子∥著 ぺりかん社 K    610     /ﾌ     

78 スマート農業の大研究 海津 裕∥監修 PHP研究所 K    614     /ｽ       

79 回転寿司おもしろ大百科 永岡書店 K    673     /ｶ        

80 美容室・理容室・サロンで働く人たち 津留 有希∥著 ぺりかん社 K    673     /ﾂ          

81 しごと場たんけん日本の市場 1 汐文社 K    675     /ｼ       /1 

82 ゆうびんです ポストです かこ さとし∥著 復刊ドットコム K    693     /ｶ       

83 子どものためのニッポン手仕事図鑑 大牧 圭吾∥監修 オークラ出版 K    750     /ｺ            

84 お洋服リフォーム支店 あんびる やすこ∥作　絵 岩崎書店 K    913     /ｱ         

85 妖精の家具、おつくりします。 あんびる やすこ∥作　絵 PHP研究所 K    913     /ｱ        

86 靴屋のタスケさん 角野 栄子∥作 偕成社 K    913     /ｶ         

87 ねこの小児科医ローベルト 木地 雅映子∥作 偕成社 K    913     /ｷ         

88 ねこの町のダリオ写真館 小手鞠 るい∥作 講談社 K    913     /ｺ       

89 ねこの町の本屋さん 小手鞠 るい∥作 講談社 K    913     /ｺ    

90 アカシア書店営業中! 濱野 京子∥作 あかね書房 K    913     /ﾊ         

91 くらのそとのお針箱 水沢 いおり∥作 偕成社 K    913     /ﾐ          

92 ねこの風つくり工場 みずの よしえ∥作 偕成社 K    913     /ﾐ      

93 わたし、獣医になります! 井上 夕香∥著 ポプラ社 K    916     /ｲ      

94 負けないパティシエガール ジョーン　バウアー∥著 小学館 K    933     /ﾊﾞ     


