全国中学校進路指導連絡協議会：推薦

第一期
全７巻
完結！
第二期
全４巻
完結！

しごと場
シリーズ
見学！

第三期
全４巻
完結！

2013年
カタログ

a

「しごと場見学！」シリーズ
《第一期 : 全７巻／第二期 : 全４巻／第三期 : 全４巻》

《第三期 : 全４巻》完結

●本書を読むことで、しごとの現場のバーチャル体験ができます。
●実際に働く人たちのインタビューにより、具体的な将来のビジョンが描けます。

《第二期 : 全４巻》完結

港で働く人たち

消防署・警察署で働く人たち

大浦佳代 著

本書に登場するおもな職業

山下久猛 著

本書に登場するおもな職業

１ 港ってどんな場所だろう？
２ 漁港ではどんな人が働いているの？
３ 港湾ではどんな人が働いているの？
４ 港で航行の安全を支えるためにどんな人が働いているの？
５ 港と人をつなぐためにどんな人が働いているの？

①漁師
②魚市場職員
③仲買人
④船舶機器整備士
⑤漁港食堂スタッフ
⑥コンテナターミナル
プランナー
⑦食品衛生監視員

１ 消防署・警察署ってどんな場所だろう？
２ 消防署ではどんな人が働いているの？
３ 火災の発生！
４ 警察署ではどんな人が働いているの？
５ 事件の発生！

①ポンプ隊員
②警防課職員
③予防課職員
④災害救急情報
センター職員
⑤ポンプ車機関員
⑥レスキュー隊員
⑦救急救命士

2013年1月発行
ISBN 978-4-8315-1337-3 C0063

⑧冷蔵倉庫社員
⑨バースマスター
⑩運用管制官
⑪水先人
⑫清掃船船長
⑬野鳥公園レンジャー
⑭客船ターミナルスタッフ

船で働く人たち

スーパー ・コンビニ
本書に登場するおもな職業

１ 船ってどんな場所だろう？
２ クルーズ客船ではどんな人が働いているの？
３ 貨物船ではどんな人が働いているの？
４ 特殊船ではどんな人が働いているの？
５ 船にはほかにどんなものがあるの？

①クルーズ客船の船長
②クルーズ客船の航海士
③クルーズ客船の機関士
④フロント
⑤客室担当
⑥クルーズコーディネーター
⑦ソーシャルスタッフ
⑧自動車専用船の船長

2013年3月発行
ISBN 978-4-8315-1340-3 C0065

⑨ばら積み船の航海士
⑩ＬＮＧ船の機関士
⑪海上保安庁の潜水士
⑫海上自衛隊の掃海隊員
⑬無人探査機のパイロット

中村正人 著

本書に登場するおもな職業

１ 空港ってどんな場所だろう？
２ 出発の仕事ではどんな人が働いているの？
３ 到着の仕事ではどんな人が働いているの？
４ 飛行機の中ではどんな人が働いているの？
５ 空港を支えるためにどんな人が働いているの？

①グランドスタッフ
②グランドハンドリング
スタッフ
③航空整備士
④航空管制官
⑤グランドハンドリング
スタッフ
⑥入国審査官

⑦パイロット
⑧客室乗務員
⑨ケータリング
⑩航空整備士
⑪運航支援
⑫予約案内

エンス
ストア

浅野恵子 著
１ スーパーマーケットやコンビニエンスストアってどんな場所だろう？
２ スーパーマーケットの売り場ではどんな人が働いているの？
３ スーパーマーケットのバックヤードではどんな人が働いているの？
４ スーパーマーケットを支えるためにどんな人が働いているの？
５ コンビニエンスストアではどんな人が働いているの？
６ コンビニエンスストアを支えるためにどんな人が働いているの？
2011年10月発行
ISBN 978-4-8315-1305-2 C0063

空港で働く人たち

2013年3月発行
ISBN 978-4-8315-1338-0 C0065

2011年8月発行
ISBN 978-4-8315-1297-0 C0036

マー
ケット

山下久猛 著

《第一期 : 全７巻》完結

●各巻とも取り上げた施設・場所（＝しごと場）で働くさまざまな職種を
網羅して紹介。しごとの現場としくみがわかります。

⑧地域警察官
⑨白バイ隊員
⑩警察学校教官
⑪刑事
⑫鑑識係

浅野恵子 著

2009年5月発行
ISBN 978-4-8315-1234-5 C0047

⑤
⑥
⑦
⑧

救急救命士
栄養士
外科医
臨床検査技師

⑨ 診療放射線技師
⑩ ＭＲ
⑪ 移植コーディネーター

⑧
⑨
⑩
⑪

新幹線パーサー
電気係員
工務係員
車両係員

⑫ 広報部員
⑬ 関連事業部員

⑤
⑥
⑦
⑧

ドラマディレクター
放送作家
ラジオディレクター
衣裳担当

⑨ 美術デザイナー
⑩ 営業局員
⑪ 事業局員

⑤
⑥
⑦
⑧

養護教諭
学校司書
高校教師
校長

⑨
⑩
⑪
⑫

学校事務職員
教育委員会指導主事
スクールカウンセラー
キャリア教育コーディネーター

⑨
⑩
⑪
⑫

介護福祉士（グループホーム）
サービス部門責任者
施設運営担当者
施設長

資料係（学芸員）
学芸員
エデュケーター
案内スタッフ
ミュージアムショップ・スタッフ

⑩
⑪
⑫
⑬

メンテナンス・スタッフ
新聞社社員
展示デザイナー
美術品輸送スタッフ

シェフ
パティシエ
ウエディングプランナー
エステティシャン
フローリスト

⑩
⑪
⑫
⑬

広報
営業
テレフォンサービス
施設管理

駅で働く人たち
浅野恵子 著

2010年1月発行
ISBN 978-4-8315-1257-4 C0065

本書に登場するおもな職業
⑨店長
⑩スーパーバイザー
⑪マーチャンダイザー
⑫商品開発スタッフ

山中伊知郎 著

2010年10月発行
ISBN 978-4-8315-1273-4 C0065

本書に登場するおもな職業
①② 駅長
③④ 駅員
⑤⑥ 運転士
⑦ 車掌

本書に登場するおもな職業
①
②
③
④

ニュースキャスター
スポーツ記者
カメラマン
プロデューサー

学校で働く人たち
松井大助 著

2010年12月発行
ISBN 978-4-8315-1281-9 C0037

本書に登場するおもな職業
①
②
③
④

小学校教師
中学校教師
用務主事
栄養士

介護施設で働く人たち

戸田恭子 著

本書に登場するおもな職業

松田尚之 著

１ レストランってどんな場所だろう？
２ 西洋料理店ではどんな人が働いているの？
３ 日本料理店ではどんな人が働いているの？
４ 中国料理店ではどんな人が働いているの？
５ レストランを支えるためにどんな人が働いているの？

①料理人
②パティシエ
③ソムリエ
④サービスマン
⑤料理人
⑥店長
⑦マネージャー
⑧料理人

⑨フロアスタッフ
⑩営業
⑪メニュー開発

2011年2月発行
ISBN 978-4-8315-1285-7 C0036

動物園・水族館で働く人たち

保育園・幼稚園で働く人たち

高岡昌江 著

本書に登場するおもな職業

木村明子 著

本書に登場するおもな職業

１ 動物園・水族館ってどんな場所だろう？
２ 動物園ではどんな人が働いているの？
３ 動物園を支えるためにどんな人が働いているの？
４ 水族館ではどんな人が働いているの？
５ 水族館を支えるためにどんな人が働いているの？

①飼育係
②飼育係
③獣医師
④飼料係
⑤広報
⑥種別調整担当者
⑦園長
⑧飼育係

１ 保育園・幼稚園ってどんな場所だろう？
２ 保育園ではどんな人が働いているの？
３ 保育園を支えるためにどんな人が働いているの？
４ 幼稚園ではどんな人が働いているの？
５ 幼稚園を支えるためにどんな人が働いているの？

①保育士
②保育士
③看護師
④栄養士
⑤園長
⑥事務職員
⑦幼稚園教師
⑧幼稚園教師

2012年9月発行
ISBN 978-4-8315-1319-9 C0037

本書に登場するおもな職業
①
②
③
④

介護福祉士（特別養護老人ホーム）
生活相談員
医師
看護師

⑤
⑥
⑦
⑧

管理栄養士
介護福祉士（デイサービス）
理学療法士
ケアマネジャー

美術館・博物館で働く人たち
鈴木一彦 著

2013年3月発行
ISBN 978-4-8315-1339-7 C0045

内科医
薬剤師
看護師
理学療法士

レストランで働く人たち

2012年1月発行
ISBN 978-4-8315-1314-4 C0077

⑨イルカトレーナー
⑩獣医師
⑪設備管理
⑫広報
⑬ショップ販売員
⑭館長

本書に登場するおもな職業
①
②
③
④

放送局で働く人たち

で働く人たち

①青果部門スタッフ
②ＣＳ部門スタッフ
③店長
④鮮魚部門スタッフ
⑤総菜部門スタッフ
⑥営業企画部員
⑦バイヤー
⑧サイト開発部員

病院で働く人たち

⑨主幹教諭
⑩園長
⑪事務職員

2011年2月発行
ISBN 978-4-8315-1284-0 C0071

本書に登場するおもな職業
①
②
③
④

研究員
学習支援担当者
教育ボランティア
展示係（学芸員）

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

ホテルで働く人たち
中村正人 著

2011年3月発行
ISBN 978-4-8315-1286-4 C0065

本書に登場するおもな職業
①
②
③
④

ベルマン
フロントクラーク
コンシェルジュ
客室係

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

「しごと場見学！」
シリーズ
収録職業一覧（50音順）※太字は詳しく取り上げた職業
あ 洗い場..............................................レ
案内スタッフ ................................美
医師 ..................................................介
衣装担当 .........................................放
衣装係..............................................ホ
移植コーディネーター..............病
医療ソーシャルワーカー .........介
イルカトレーナー.......................動
院内ショップ店員.......................病
ウエディングプランナー .........ホ
魚市場職員.....................................港
運航支援 .........................................空
運転士..............................................駅
運転免許試験場 ...........................消
運用管制官.....................................港
営業 ..................................................ホ
営業 ..................................................レ
営業企画部員 ................................ス
営業局員 .........................................放
栄養士..............................................病
栄養教諭 .........................................学
栄養士..............................................学
栄養士..............................................保
駅員 ..................................................駅
駅長 ..................................................駅
エステティシャン.......................ホ
エデュケーター ...........................美
園医 ..................................................保
宴会マネージャー.......................ホ
園長（保育園・幼稚園）...........保
園長（動物園）..............................動
園バスの運転手 ...........................保
音響照明 .........................................ホ
か 介護タクシー会社.......................介
介護福祉士.....................................介
海上自衛隊の掃海隊員..............船
海上保安庁の潜水士 ..................船
化学機動中隊 ................................消
科学捜査研究所 ...........................消
学芸員..............................................美
学習支援担当者 ...........................美
学校医..............................................学
学校警備員.....................................学
学校司書 .........................................学
学校歯科医.....................................学
学校事務職員 ................................学
学校調理員.....................................学
学校薬剤師.....................................学
カメラマン.....................................放
看護師..............................................病
看護師..............................................介
看護師..............................................保
監察医..............................................消
鑑識係..............................................消
館長（水族館）..............................動
管理栄養士.....................................介
関連事業部員 ................................駅
義肢装具士.....................................病
機動隊..............................................消
機内清掃スタッフ.......................空
客室係..............................................ホ
客室乗務員.....................................空
客室担当 .........................................船
客船ターミナルスタッフ .........港
キャリア教育コーディネーター........学
救急救命士.....................................病
救急救命士.....................................消
救急隊指導医 ................................消
救助部隊 .........................................消
給水船乗組員 ................................港
給油スタッフ ................................空
教育委員会指導主事 ..................学
教育委員会事務局職員..............学
教育ボランティア.......................美
教頭 ..................................................学
漁港食堂スタッフ.......................港

空港職員 .........................................空
グランドスタッフ.......................空
グランドハンドリングスタッフ........空
グリーター.....................................ホ
クルーズ客船の機関士..............船
クルーズ客船の航海士..............船
クルーズ客船の船長 ..................船
クルーズコーディネーター ....船
クレーンオペレーター..............港
クローク .........................................ホ
ケアマネジャー ...........................介
警察学校教官 ................................消
警察犬担当官 ................................消
刑事 ..................................................消
警防課職員.....................................消
経理 ..................................................ホ
経理 ..................................................レ
ケータリング ................................空
外科医..............................................病
検疫官..............................................空
研究員..............................................美
研究者..............................................船
言語聴覚士.....................................病
健康運動指導士 ...........................介
言語聴覚士.....................................介
航空管制官.....................................空
航空整備士.....................................空
航空隊..............................................消
高校教師 .........................................学
校長 ..................................................学
購買 ..................................................ホ
広報 ..................................................ホ
広報 ..................................................レ
広報 ..................................................動
広報部員 .........................................駅
工務係員 .........................................駅
子どもと親の相談員 ..................学
コンシェルジュ ...........................ホ
コンテナターミナルプランナー ....港
さ サービス部門責任者 ..................介
サービスマン ................................レ
災害救急情報センター職員 ....消
サイト開発部員 ...........................ス
サイバー犯罪対策.......................消
細胞検査士.....................................病
作業療法士.....................................病
作業療法士.....................................介
山岳救助隊.....................................消
産直市場販売員 ...........................港
飼育係..............................................動
シェフ..............................................ホ
シェフ..............................................レ
事業局員 .........................................放
司書教諭 .........................................学
施設運営担当 ................................介
施設管理 .........................................ホ
施設長..............................................介
実習教諭 .........................................学
実習助手 .........................................学
指導教諭 .........................................学
自動車専用船の船長 ..................船
視能訓練士.....................................病
事務系職員.....................................消
事務職員 .........................................保
社会福祉士.....................................病
社会福祉士.....................................介
車掌 ..................................................駅
写真室..............................................ホ
車両係員 .........................................駅
獣医師..............................................動
主幹教諭 .........................................学
主幹教諭 .........................................保
宿泊予約 .........................................ホ
主任保育士.....................................保
種別調整担当者 ...........................動
小学校教師.....................................学

病..................... 病院
駅..........................駅
放.................放送局
学..................... 学校
介............ 介護施設

商品開発スタッフ.......................ス
消防音楽隊.....................................消
消防本部 .........................................消
食品衛生監視員 ...........................港
ショコラティエ ...........................レ
助産師..............................................病
ショップ販売員 ...........................動
ショップやレストランの店員.....空
資料係..............................................美
飼料係..............................................動
白バイ隊員.....................................消
新聞社社員.....................................美
診療放射線技師 ...........................病
水難救助隊.....................................消
スーパーバイザー.......................ス
スクールカウンセラー..............学
すし職人 .........................................レ
スポーツ記者 ................................放
生活相談員.....................................介
青果部門スタッフ.......................ス
税関職員 .........................................港
税関職員 .........................................空
精神保健福祉士 ...........................病
精神保健福祉士 ...........................介
清掃船船長.....................................港
設備管理 .........................................動
鮮魚部門スタッフ.......................ス
潜水士..............................................港
船舶機器整備士 ...........................港
掃海艇の水中処分員 ..................船
葬儀屋..............................................病
惣菜部門スタッフ.......................ス
総支配人 .........................................ホ
ソーシャルスタッフ ..................船
組織犯罪対策 ................................消
ソムリエ .........................................ホ
ソムリエ .........................................レ
た 体操や英語などの講師..............保
タグボート乗組員.......................港
地域コーディネーター..............学
地域警察官.....................................消
チーフパーサー ...........................空
中学校教師.....................................学
調理師..............................................病
調理師..............................................介
調理師..............................................保
網取り人 .........................................港
テーブルコーディネーター ....ホ
鉄道警察隊.....................................消
テレフォンサービス ..................ホ
電気係員 .........................................駅
展示係..............................................美
展示デザイナー ...........................美
店長 ..................................................ス
店長 ..................................................レ
ドアマン .........................................ホ
特殊救難隊.....................................船
特別急襲部隊 ................................消
特別高度救助隊 ...........................消
特別支援学校教諭.......................学
特別消火中隊 ................................消
特別非常勤講師 ...........................学
ドラマディレクター ..................放
な 内科医..............................................病
仲買人..............................................港
入国警備官.....................................空
入国審査官.....................................空
ニュースキャスター ..................放
認知症ケア専門士.......................介
は パーサー .........................................駅
バースマスター ...........................港
バーテンダー ................................ホ
バーテンダー ................................レ
バイヤー .........................................ス
パイロット.....................................空
はしご隊 .........................................消

美..... 美術館・博物館
ホ.................ホテル
消..... 消防署・警察署
ス ...スーパー・コンビニ
レ ..........レストラン

ま

や

ら

Ａ

保..... 保育園・幼稚園
港..........................港
船..........................船
空..................... 空港
動..... 動物園・水族館

パティシエ.....................................ホ
パティシエ.....................................レ
ばら積み船の航海士 ..................船
パン職人 .........................................レ
販売員..............................................レ
美術デザイナー ...........................放
美術品輸送スタッフ ..................美
非常勤講師.....................................学
非常勤職員.....................................保
病院事務員.....................................病
病理医..............................................病
フィットネスインストラクター ........ホ
フードコーディネーター .........レ
フードスペシャリスト..............レ
副園長..............................................保
副校長..............................................学
福祉住環境コーディネーター .....介
福祉用具メーカー開発者 .........介
副操縦士 .........................................空
フロアスタッフ ...........................レ
フローリスト ................................ホ
プロデューサー ...........................放
フロントクラーク.......................ホ
フロント .........................................船
ベルマン .........................................ホ
保安検査 .........................................空
保育士..............................................保
保育補助 .........................................保
放送作家 .........................................放
訪問入浴会社 ................................介
ホームヘルパー ...........................介
保健師..............................................保
ポンプ車機関員 ...........................消
ポンプ隊員.....................................消
マーケティング ...........................ホ
マーチャンダイザー ..................ス
マネージャー ................................レ
水先人..............................................港
ミュージアムショップスタッフ......美
無人探査機のパイロット .........船
メニュー開発 ................................レ
メンテナンススタッフ..............美
文部科学省職員 ...........................学
薬剤師..............................................病
薬剤師..............................................介
野鳥公園レンジャー ..................港
有人潜水調査船のパイロット......船
養護教諭 .........................................学
幼稚園教師.....................................保
用務主事 .........................................学
用務職員 .........................................保
予防課職員.....................................消
予約案内 .........................................空
ラジオディレクター ..................放
理学療法士.....................................病
理学療法士.....................................介
留置施設係官 ................................消
漁師 ..................................................港
料理人..............................................レ
旅行会社カウンター ..................ホ
漁網会社社員 ................................港
臨時的任用教員 ...........................学
臨床検査技師 ................................病
臨床工学技士 ................................病
臨床心理士.....................................病
ルームサービス ...........................ホ
冷蔵倉庫社員 ................................港
レスキュー隊員 ...........................消
和菓子職人.....................................レ
CS 部門スタッフ..........................ス
LNG 船の機関士...........................船
MR.....................................................病
SP ......................................................消

「しごと場見学！」
シリーズ
第一期：全７巻／第二期：全４巻／第三期：全４巻
各巻の構成
まずはイラスト頁で、
しごと場の

大事なところは

しくみと、そこで働くさまざまな

太字とイラストで

人たち・職業をチェック！

解説しています。

インタビュー頁では
実際に働いている
先輩の声を紹介。

仕様

Ａ５判／並製／160頁／本文10ポ／ルビ付き
Ａ５判／並製／160頁／
各巻定価
2,052円（本体1,900円＋8%税）
本文10ポ／ルビ付き
第一期全７巻揃定価
14,364円（本体13,300円＋8%税）
各巻価格 1,995円（本体1,900円＋税）
第二期全４巻揃定価
8,208円（本体7,600円＋8%税）
第一期全７巻揃価格 13,965円（本体13,300円＋税）
第三期全４巻揃定価
7,980円（本体7,600円＋税）
第二期全４巻揃価格 8,208円（本体7,600円＋8%税）

発行・発売

a

〒113 - 0033 東京都文京区本郷 1- 28 - 36
T E L 03 - 3814- 8515（営業）
03 - 3814- 8732（編集）
FAX 03 - 3814- 3264

●ご注文は下の購入申込欄に必要事項をご記入の上、最寄りの書店にお申し込みください。

申込欄

消防署・警察署 .......................
スーパー・コンビニ .................
レストラン .................................
保育園・幼稚園 .......................
冊
冊

冊

冊
冊

冊
冊
冊

ご住所

冊

駅 ..............
学校 .........
美術館・博物館.

冊

お名前

病院 ..........
放送局 .....
介護施設 .....
ホテル ......

冊

発行・発売

第３期︵全４巻︶

しごと場見学！ シリーズ 各巻 本体1900円＋税

第２期︵全４巻︶ 第１期︵全７巻︶

書店欄

a

港 .................................................
船 ..................................................
空港 ............................................
動物園・水族館 .......................

冊
冊
冊
冊

