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1 図解でわかる14歳から知っておきたいAI
インフォビジュアル研究所／
著 太田出版 2018.1 /007.13/ｽｶ/ 0111785898

2 プログラマーの一日 WILLこども知育研究所／編著 保育社 2021.1 /007.35/ﾌﾛ/ 0112223729

3
どすこい!おすもうプログラミング
親子で学ぶScratch学習ドリル

入江 誠二／著 玄光社 2018.4 /007.6/ｲﾘ/ 1201799002

4
10才からはじめるプログラミング図鑑
 Scratch 3.0対応版

キャロル・ヴォーダマン／ほか著 創元社 2020.5 /007.6/ｳｵ/ 1202097802

5 基礎からわかる情報リテラシー
 コンピューター・インターネットと付き合う基礎知識

奥村 晴彦／著 技術評論社 2017.11 /007.6/ｵｸ/ 1109433571

6 親子でまなぶステップアップ式プログラミング TENTO／監修 洋泉社 2016.11 /007.6/ｵﾔ/ 0210786728

7 15歳の可能性（NHKネットコミュニケーション小説） 加瀬 ヒサヲ/作 ほるぷ出版 2013.2 /007.6/ｶｾ/ 1107270165

8 子どもから大人までスラスラ読めるJavaScript LITALICOワンダー／監修 インプレス 2019.11 /007.6/ｺﾄ/ 1202038129

9 12歳からはじめるJavaScriptとウェブアプリ TENTO／著 ラトルズ 2017.11 /007.6/ｼﾕ/ 1201776349

10 小中学生からはじめるプログラミングの本
この1冊で、子どもの思考力、創造力、学力が確実にアップ! 日経パソコン／編 日経BP社 2019.3 /007.6/ｼﾖ/ 1201946256

11 Scratchでつくる!たのしむ!
プログラミング道場 CoderDojo Japan公式ブック

角田 一平／著 ソーテック社 2019.5 /007.6/ｽｸ/ 0210843446

12 たのしくまなぶPythonプログラミング図鑑
キャロル・ヴォーダマン／ほか
著 創元社 2018.8 /007.6/ﾀﾉ/ 1201891098

13 パソコンのしくみがよくわかる本 丹羽 信夫／著 技術評論社 2017.2 /007.6/ﾆﾜ/ 1108748672

14 ローリーとふしぎな国の物語
プログラミングとアルゴリズムにふれる旅

カルロス・ブエノ／著 マイナビ出版 2017.2 /007.6/ﾌｴ/ 1201739800

15
プログラミングって何?
親子でゼロからわかる本

アンク／著 秀和システム 2016.10 /007.6/ﾌﾛ/ 1108419084

16
わかばちゃんと学ぶWebサイト制作の基本
企画▷制作▷運用のキホンがわかる

湊川 あい／著
シーアンドアール
研究所

2016.6 /007.6/ﾐﾅ/ 1108309376

17 10代からのプログラミング教室 できる!わかる!うごく! 矢沢 久雄／著 河出書房新社 2017.12 /007.6/ﾔｻ/ 1201778469

18 Raspberry Piではじめるどきどきプログラミング
自分専用のコンピューターでものづくりを楽しもう!

阿部 和広／監修・著 日経BP社 2016.7 /007.6/ﾗｽ/ 1201709761

19 Scratch3.0入門 動画でわかるプログラミング! RYUAN／著
ビー・エヌ・エヌ新
社

2018.12 /007.6/ﾘﾕ/ 1201911631

20
わかばちゃんと学ぶGit使い方入門
マンガ+実践でGitの使い方がよくわかる!

湊川 あい／著
シーアンドアール
研究所

2017.5 /007.63/ﾐﾅ/ 1108665793

21
スクラッチ2.0アイデアブック
ゼロから学ぶスクラッチプログラミング

石原 正雄/著 カットシステム 2014.5 /007.64/ｲｼ/ 1107727743

22 スクラッチではじめるプログラミング 石原 正雄/著 カットシステム 2014.8 /007.64/ｲｼ/ 1107730069

23
JavaScript1年生 体験してわかる!
会話でまなべる!プログラミングのしくみ

リブロワークス／著 翔泳社 2017.12 /007.64/ｼﾔ/ 0111776791

24 小中学生からはじめるプログラミングの本
この1冊で、子どもの思考力、創造力、学力が確実にアップ!

日経パソコン／編 日経BP 2020.3 /007.64/ｼﾖ/ 1109692267

25 Scratch 3.0で楽しむレッツ!プログラミング
富士通エフ・オー・エム株式会
社／著・制作 FOM出版 2019.7 /007.64/ｽｸ/ 1109538106

【プログラミング】

　高知県公立高校産業教育PRイベント
   「みんなで知ろう！体験しよう！」

                                   展示ブックリスト
高知県公立高校産業教育PRイベント「みんなで知ろう！体験しよう！」(2021/7/22・23）に関連した本のリストです。

プログラミング、産業教育（工業、農業、水産、商業、看護）、勉強法に関する読みやすい本を集めました。
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26 コーディングフォービギナーズPYTHON ルーイ・ストウェル／著 日経BP社 2018.10 /007.64/ｽﾄ/ 0111936039

27 Scratchでトイドローンをプログラミングして飛ばそう! 高橋 隆雄／著 秀和システム 2018.10 /007.64/ﾀｶ/ 1109095784

28 マンガでやさしくわかるプログラミングの基本 高橋 雅明／著
日本能率協会
マネジメントセンター 2016.11 /007.64/ﾀｶ/ 0111649706

29 リケジョ福岡みなみの親子プログラミング教室 福岡 みなみ／著 日東書院本社 2020.9 /007.64/ﾌｸ/ 1111021562

30 まんがでわかる親子で始めるプログラミング教育
バンタン未来のしごと研究所
／著 KADOKAWA 2017.2 /007.64/ﾏﾝ/ 0111683920

31
Java1年生 体験してわかる!会話でまなべる!
プログラミングのしくみ（1年生）

森 巧尚／著 翔泳社 2018.5 /007.64/ﾓﾘ/ 0111881382

32
10代からのプログラミング教室
できる!わかる!うごく!（14歳の世渡り術）

矢沢 久雄／著 河出書房新社 2017.12 /007.64/ﾔｻ/ 0111780349

33 ある日、クラスメイトがロボットになったら!?
ヘレン・コールドウェル／
著

学芸みらい社 2018.9
/375.199/ｺﾙ
/

1109251221

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料№

34 がんばってるのになぜ僕らは豊かになれないのか 井上 純一／著 KADOKAWA 2021.3 /330/ｲﾉ/ 1111159891

35 10代からのマネー図鑑 マーカス・ウィークス／著 三省堂 2017.8 /330/ｳｲ/ 0111731895

36 図解でわかる14歳からのお金の説明書
インフォビジュアル研究所／
著 太田出版 2017.10 /330/ｽｶ/ 0111750849

37
中学生でもわかる経済学
経済専門誌をよむ前に。

永浜 利広/著 ベストセラーズ 2011.12 /330/ﾅｶ/ 1107285221

38
お金ってなんだろう? あなたと考えたい
これからの経済（中学生の質問箱）

長岡 慎介／著 平凡社 2017.5 /330/ﾅｶ/ 0111711770

39 レモンをお金にかえる法 “経済学入門"の巻
ルイズ・アームストロング/ぶ
ん 河出書房新社 2005.5 /331/ｱﾑ/ 1108749019

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料№

40
大人になったらしたい仕事
「好き」を仕事にした35人の先輩たち  1

朝日中高生新聞編集部／[編] 朝日学生新聞社 2017.9 /366.29/ｵﾄ/ 1109107167

41
大人になったらしたい仕事
 「好き」を仕事にした35人の先輩たち 2

朝日中高生新聞編集部／[編] 朝日学生新聞社 2018.10
/366.29/ｵﾄ
/2

1109276475

42
大人になったらしたい仕事
 「好き」を仕事にした35人の先輩たち 3

朝日中高生新聞編集部／[編] 朝日学生新聞社 2019.8
/366.29/ｵﾄ
/3

1109627784

43 カッコいい資格図鑑 絶対取るべき400種 鈴木 秀明／監修 主婦の友社 2018.1 /366.29/ｶﾂ/ 1108942309

44 仕事場のちょっと奥までよろしいですか? 佐藤 ジュンコ／著 ポプラ社 2017.5 /366.29/ｻﾄ/ 1108914985

45 10代のための仕事図鑑 未来の入り口に立つ君へ 大泉書店編集部／編 大泉書店 2017.4 /366.29/ｼﾕ/ 0111704251

46 2030年のハローワーク 5分でわかる10年後の自分 図子 慧／著 KADOKAWA 2019.4 /366.29/ｽｼ/ 0112006990

47 21世紀の新しい職業図鑑 未来の職業ガイド 武井 一巳／著 秀和システム 2020.8 /366.29/ﾀｹ/ 1109909190

48 会社で働く 製品開発ストーリーから職種を学ぶ! 松井 大助／著 ぺりかん社 2021.5 /366.29/ﾏﾂ/ 0112336159

49 マンガ日本の珍しい職業大百科 給料BANK／監修 宝島社 2017.9 /366.29/ﾏﾝ/ 1108802917

50 職人になるガイド 自分の技で生きる! 山中 伊知郎/著 新講社 2010.6 /366.29/ﾔﾏ/ 1105963563

51 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 2017.1 /366/ﾙﾌ/ 1108574532

52
14歳からの商い 「働く」ことの意味がわかる教科
書

渡邉 美樹/著 ゴマブックス 2008.7 /366/ﾜﾀ/ 0102894140

【経済】

【労働】
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53 エンジニアに学ぶ101のアイデア ジョン・クプレナス/著 フィルムアート社 2013.12 /500/ｸﾌ/ 1107484725

54 「工学」のおもしろさを学ぶ 東京電機大学／編 東京電機大学出版局 2016.4 /500/ｺｳ/ 0111584701

55 ゼロからトースターを作ってみた トーマス・トウェイツ/著 飛鳥新社 2012.9 /500/ﾄｳ/ 0111188644

56 モノができる仕組み事典 成美堂出版編集部/編 成美堂出版 2007.11 /500/ﾓﾉ/ 0110570405

57 モノづくりの仕組みがわかる事典 身近なアイテムに
隠された驚きの工夫とすごい技術! 電子機器・工業製品編

デュマデジタル/著 翔泳社 2009.10 /500/ﾓﾉ/ 0110991141

58 モノづくりの仕組みがわかる事典 身近なアイテムに
隠された驚きの工夫とすごい技術! 食品・生活・趣味編

デュマデジタル/著 翔泳社 2009.10 /500/ﾓﾉ/ 0110991150

59
「もの」はどのようにつくられているのか?
プロダクトデザインのプロセス事典

Chris Lefteri/著
オライリー・ジャパ
ン

2014.5 /500/ﾚﾌ/ 0111375223

60 モノが壊れないしくみ 水野 操／著 ジャムハウス 2020.8 /501.32/ﾐｽ/ 0112176321

61
世界で一番やってみたいエネルギー実験
カラー図解

川村 康文/監修 エネルギーフォーラム 2014.4 /501.6/ｾｶ/ 0111360447

62 楽しくわかる職人図鑑 日本の技術を支える人たち
『楽しくわかる職人図鑑』
制作委員会/著

日本能率協会マネ
ジメントセンター

2015.2 /502.1/ﾀﾉ/ 0111442419

63 日本のすごいモノづくり カラー図解 中村 智彦/監修 学研教育出版 2010.6 /502.1/ﾆﾎ/ 0111023661

64 日本のものづくり遺産 未来技術遺産のすべて 1
国立科学博物館産業技術史
資料情報センター/監修 山川出版社 2015.4 /502.1/ﾆﾎ/ 0111462428

65 日本のものづくり遺産 未来技術遺産のすべて 2
国立科学博物館産業技術史
資料情報センター/監修 山川出版社 2017.8 /502.1/ﾆﾎ/2 0111734371

66 職人の手 16 PROFESSIONAL STORIES 山崎 真由子／著 KTC中央出版 2019.11 /502.1/ﾔﾏ/ 0112088660

67
世界を変えた60人の偉人たち
 新しい時代を拓いたテクノロジー

東京電機大学／編 東京電機大学出版局 2019.7 /502.8/ｾｶ/ 0112036236

68
ザ・テクノロジー マンガでわかる
11の最新技術

春夏 アキト／著 幻冬舎コミックス 2019.4 /504/ﾊﾙ/ 1109528586

69
ヤモリの指から不思議なテープ
 自然に学んだすごい!技術

松田 素子/文 アリス館 2011.12 /504/ﾏﾂ/ 1106746702

70 モノの最新テクノロジーがわかる本
家電から食品・医療品まで73の最新技術をわかりやすく解説

成美堂出版編集部/編 成美堂出版 2010.7 /504/ﾓﾉ/ 0111027616

71
ニッポンの大発明
歴史を変えたメイド・イン・ジャパン

グレイン調査団/編 辰巳出版 2010.3 /507.1/ﾆﾂ/ 0111010276

72 50 いまの経済をつくったモノ ティム・ハーフォード／著 日本経済新聞出版社 2018.9 /507.1/ﾊﾌ/ 0111915791

73 ロボジョ! 杉本麻衣のパテント・ウォーズ 稲穂 健市／著 楽工社 2020.8 /507.2/ｲﾅ/ 1111007611

74 ものづくりの発想法 価値の創造のために 渡邊 嘉二郎／著 法政大学出版局 2016.10 /507/ﾜﾀ/ 0111642728

75 工場は生きている ものづくり探訪 加藤 正文/文 かもがわ出版 2011.8 /509.21/ｶﾄ/ 0111099994

76 ザ・ゴール コミック版 [1] The Goal エリヤフ・ゴールドラット/原作 ダイヤモンド社 2014.12 /509.6/ｺﾙ/ 0111429030

77 ザ・ゴール コミック版 2 It's Not Luck エリヤフ・ゴールドラット／原作 ダイヤモンド社 2016.3 /509.6/ｺﾙ/2 0111579660

78 ものづくりの魅力 中学生が育つ技術の学び 技術教育研究会／編 一藝社 2017.12 /375.53/ﾓﾉ/ 1108953884

79
高校生ものづくりの魅力
実感のある学びで社会とつながる

技術教育研究会／編 一藝社 2019.5 /375.6/ｺｳ/ 0112017495

【技術・工学】
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80
ようこそドボク学科へ!
都市・環境・デザイン・まちづくりと土木の学び方

佐々木 葉/監修 学芸出版社 2015.4 /510.7/ﾖｳ/ 0111460824

81 土木女子! 清文社編集部/編 清文社 2014.9 /510.9/ﾄﾎ/ 0111403456

82
土木をゆく 橋・トンネル・ダム・鉄道・空港の
“建設のヒミツ"に迫る!!B88

イカロス出版 2013.10 /510.92/ﾄﾎ/ 0111296471

83 マンガでわかる測量 栗原 哲彦/共著 オーム社 2008.9 /512/ｸﾘ/ 0111822653

84 環境技術で働く 藤井 久子/著 ぺりかん社 2012.2 /519.07/ﾌｼ/ 0111148324

85 環境スペシャリストになるには 古田 ゆかり/著 ぺりかん社 2002.1 /519.07/ﾌﾙ/ 0110350740

86 どんなマイナスもプラスにできる未来教室 石坂 典子／著
PHPエディターズ・
グループ

2017.7 /519.7/ｲｼ/ 1108731223

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料№

87 建築家になるには 菊岡 倶也/編著 ぺりかん社 2005.5 /520.7/ｷｸ/ 1107283606

88 建築士の一日 WILLこども知育研究所／編著 保育社 2020.7 /520.7/ｹﾝ/ 0112167020

89 建築技術者になるには 田中 良寿/著 ぺりかん社 2008.7 /520.7/ﾀﾅ/ 1107283713

90 謎を呼ぶ大建築
ナショナルジオグラフィッ
ク／編著

日経ナショナルジ
オグラフィック社

2016.7 /520.87/ﾅｿ/ 1108927557

91
こんな建物だれがどうしてつくったの?
現代建築100の読み解き

ジョン・ズコウスキー／著 東京美術 2017.8 /523.07/ｽｺ/ 0111730511

92 日本の不思議な建物101 加藤 純／文 エクスナレッジ 2016.12 /523.1/ｶﾄ/ 1108914837

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料№

93 2045年、おりづるタワーにのぼる君たちへ 松田 哲也／[著] ザメディアジョン 2019.6 /537.06/ﾏﾂ/ 1109523934

94
未来のクルマができるまで
世界初、水素で走る燃料電池自動車MIRAI

岩貞 るみこ／作 講談社 2016.6 /537.25/ｲﾜ/ 0111611610

95
飛行機のテクノロジー
飛行の原理から最新鋭の戦闘機まで

ニュートンプレス 2018.4 /538/ﾋｺ/ 1108963313

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料№

96 12歳からはじめるJavaScriptとウェブアプリ TENTO／著 ラトルズ 2017.11 /547.48/ｼﾕ/ 0111768756

97
楽しいガジェットを作る
いちばんかんたんなラズベリーパイの本

海上 忍／著 インプレス 2016.9 /548.29/ﾀﾉ/ 1108419100

98
ラズパイとスマホでラジコン戦車を作ろう!
親子で電子工作入門

山際 伸一／著 秀和システム 2017.4 /548.29/ﾔﾏ/ 1108573609

99
mBotでおもしろプログラミング
ロボットを動かそう!

石井 モルナ／著 リックテレコム 2017.4 /548.3/ｲｼ/ 1108656008

100
プログラミングは、ロボットから始めよう!
 スマホやタブレットですぐにできる

加藤エルテス 聡志／著 小学館 2017.8 /548.3/ｶﾄ/ 1108735570

101
mBotで楽しむレッツ!ロボットプログラミング
Makeblock公式

久木田 寛直／著 FOM出版 2017.4 /548.3/ｸｷ/ 1108656131

102 ロボット技術者になるには 越川 彰彦/著 ぺりかん社 2006.4 /548.3/ｺｼ/ 1107283630

【機械工学】

【建設工学・土木工学】

【建築学】

【電気工学】
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No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料№

103 紙の世界史 歴史に突き動かされた技術
マーク・カーランスキー／
著

徳間書店 2016.11 /585.02/ｶﾗ/ 1108914845

104 パン屋の仕事 明石 克彦／著 旭屋出版 2017.3 /588.32/ｱｶ/ 1108596709

105
990円のジーンズがつくられるのはなぜ?
 ファストファッションの工場で起こっていること

長田 華子／著 合同出版 2016.1 /589.2/ﾅｶ/ 0111554128

106
日本の産業大事典 日本標準産業分類を
網羅したあらゆる業種がわかる1冊!

藤田 晃之／監修 あかね書房 2019.1 /602.1/ﾆﾎ/ 0111961319

107 カレーライスを一から作る 関野吉晴ゼミ 前田 亜紀／著 ポプラ社 2017.11 /610/ﾏｴ/ 0103298045

108 昭和すぐれもの図鑑 小泉 和子/著 河出書房新社 2007.3 /383.93/ｺｲ/ 1105336927

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料№

109
図解でわかる14歳から知る
食べ物と人類の1万年史

インフォビジュアル研究所／
著 太田出版 2021.1 /611.3/ｽｶ/ 0112235735

110
捨てられる食べものたち 食品ロス問題がわかる
本

井出 留美／著 旬報社 2020.7 /611.32/ｲﾃ/ 0112162894

111 農業者になるには 佐藤 亮子/編著 ぺりかん社 2011.11 /611.7/ｻﾄ/ 0111117518

112 新いまこそ農業 就農と農ライフのためのガイド イカロス出版 2017.10 /611.7/ｼﾝ/ 0111752914

113
農業に就く! 農業に必要な技術・資金・土地のしく
み

神山 安雄/監修・著 秀和システム 2009.9 /611.7/ﾉｳ/ 1105824526

114 農業業界大研究
ビジネスのしくみから仕事の中身まで業界のいまがわかる本!

農業事情研究会/編 産学社 2010.3 /612.1/ﾉｳ/ 1105957839

115
タネの未来 僕が15歳でタネの会社を起業したわ
け

小林 宙／著 家の光協会 2019.9 /615.23/ｺﾊ/ 1109622348

116 図解でよくわかる農薬のきほん
農薬の選び方・使い方から、安全性、種類、流通まで

寺岡 徹/監修 誠文堂新光社 2014.5 /615.87/ｽｶ/ 0111369096

117
千年の田んぼ 国境の島に、古代の謎を追いかけ
て

石井 里津子／著 旬報社 2017.12 /616.2/ｲｼ/ 0111820421

118 自然保護レンジャーになるには
自然保護レンジャー研究会/
編 ぺりかん社 2002.1 /629.41/ｼｾ/ 0110350766

119 三本木農業高校の命の授業
青森県立三本木農業高等学
校／監修 光文社 2016.7 /376.48/ｻﾝ/ 1108310754

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料№

120 しあわせの牛乳 牛もしあわせ!おれもしあわせ! 佐藤 慧／著 ポプラ社 2018.3 /641.7/ｻﾄ/ 0103319492

121
おいしい牛乳は草の色 牛たちと暮らす、
なかほら牧場の365日

中洞 正／著 春陽堂書店 2020.2 /641.7/ﾅｶ/ 0112124330

122 動物と働く 井上 こみち/著 ぺりかん社 2005.9 /645.6/ｲﾉ/ 0110836073

123 ミルク世紀 ミルクによるミルクのためのミルクの本 寄藤 文平/筆 美術出版社 2011.3 /648.1/ﾐﾙ/ 1106398983

124 ミルク日記 毎日を元気に過ごすためのミルクの本
チーム・ミルクジャパン／
著

ポプラ社 2017.10 /648.1/ﾐﾙ/ 0111752710

125 食肉にかかわる仕事 畜産従事者
食肉センタースタッフ ハム・ソーセージ加工スタッフ

ほるぷ出版 2010.2 /648.2/ｼﾖ/ 1107283796

126 屠畜のお仕事 栃木 裕／著 解放出版社 2021.4 /648.22/ﾄﾁ/ 0112263992

【製造工業・産業】

【農業・園芸】

【畜産業】
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No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料№

127
図解知識ゼロからの林業入門
 育林 加工 流通 歴史 制度 森の活用

関岡 東生／監修 家の光協会 2016.11 /650/ｽｶ/ 1108442136

128 森林で働く 大成 浩市/著 ぺりかん社 2005.9 /651.7/ｵｵ/ 0110836065

129 森ではたらく! 27人の27の仕事 古川 大輔/編著 学芸出版社 2014.5 /651.7/ﾓﾘ/ 0111367689

130 猟師になりたい! 北尾 トロ/著 信濃毎日新聞社 2014.8 /659/ｷﾀ/ 1107736637

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料№

131
海洋高校生たちのまちおこし
 コンブとサカナで地方創生

渡邊 憲一／著 成山堂書店 2017.6 /660.7/ﾜﾀ/ 1108698893

132 あぁ、そういうことか!漁業のしくみ 亀井 まさのり/著 恒星社厚生閣 2013.2 /661.12/ｶﾒ/ 0111256429

133 漁師になるには 大浦 佳代／著 ぺりかん社 2019.1 /661.7/ｵｵ/ 0111966310

134 私、海の漁師になりました。 就業ナビ&成功事例 金萬 智男／共著 誠文堂新光社 2015.10 /661.7/ｷﾝ/ 0111518539

135 魚の疑問50 高橋 正征／著 成山堂書店 2020.11 /662.1/ﾀｶ/ 0112201199

136 深き海の魚たち 資源開拓と有効利用に向けて 落合 芳博／編著 丸善プラネット 2017.4 /664.6/ｵﾁ/ 1108597525

137
サケが帰ってきた!
 福島県木戸川漁協震災復興へのみちのり

奥山 文弥／著 小学館 2017.10 /664.61/ｵｸ/ 0111756782

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料№

138 販売員・ファッションアドバイザーになるには 浅野 恵子／著 ぺりかん社 2016.6 /673.7/ｱｻ/ 0111608651

139 花屋さんになるには 須長 千夏/著 ぺりかん社 2000.7 /673.7/ｽﾅ/ 0110449070

140 カフェオーナー・カフェスタッフ・バリスタになるには 安田 理／編著 ぺりかん社 2016.2 /673.98/ﾔｽ/ 0111568447

141 くらべる値段 おかべ たかし／文 東京書籍 2017.8 /675.1/ｵｶ/ 1108704998

142 魚市場で働く 鑓田 浩章／著 ぺりかん社 2017.12 /675.5/ﾔﾘ/ 0111771650

143 貿易入門 世界と日本が見えてくる 小林 尚朗／編 大月書店 2017.4 /678/ﾎｳ/ 1108665900

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料№

144 どうして海のしごとは大事なの? 「海のしごと」編集委員会／編 成山堂書店 2018.6 /550/ﾄｳ/ 0111894174

145 「物流」で働く 広田 民郎/著 ぺりかん社 2012.6 /681.6/ﾋﾛ/ 0111168376

146 船長・機関長になるには 穴沢 修平/著 ぺりかん社 2014.3 /683.8/ｱﾅ/ 0111355010

147 船しごと、海しごと。
商船高専キャリア教育研究会
／編 海文堂出版 2018.6 /683.8/ﾌﾈ/ 1109135416

148
海上物流を支える若者たち
内航海運と船員のいまを知る

森 隆行／著 海文堂出版 2019.5 /683.8/ﾓﾘ/ 0112011446

【林業】

【水産業】

【商業】

【海洋工学・運輸・交通】
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No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

149
看護師の仕事につきたい!
命を救う看護のプロフェッショナル

坂本 すが/著 中経出版 2011.7 /498.14/ｻｶ/ 1106468109

150 看護師（わたしの仕事） 近藤 隆雄/著 新水社 2013.3 /498.14/ｶﾝ/ 1107078493

151 看護の仕事がわかる本 菱沼 典子/編著 日本実業出版社 2013.6 /498.14/ﾋｼ/ 1107233262

152 看護師という生き方 宮子 あずさ/著 筑摩書房 2013.9 /498.14/ﾐﾔ/ 1107453514

153 病院で働く人たち しごとの現場としくみがわかる! 浅野 恵子/著 ぺりかん社 2009.5 /498.14/ｱｻ/ 1107970657

154 看護師になるには 川嶋 みどり/監修 ぺりかん社 2014.5 /498.14/ｶﾝ/ 0111374260

155 保健師・養護教諭になるには 山崎 京子／監修 ぺりかん社 2017.5 T/498.14/ﾎｹ/ 0111709105

156 助産師になるには 加納 尚美／編著 ぺりかん社 2017.8 /498.14/ｶﾉ/ 0111735734

157 ぴんとこなーす ぷろぺら／著 いそっぷ社 2018.7 /498.14/ﾌﾛ/ 0111900824

158 ぴんとこなーす 病院は今日もてんやわんや ぷろぺら／著 いそっぷ社 2019.8 /498.14/ﾌﾛ/ 0112046339

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料№

159 君たちは夢をどうかなえるか 松本 零士／著 PHP研究所 2018.6 /726.1/ﾏﾂ/ 0111881846

160 印刷技術者になるには 付/製本技術者 山本 隆太郎/著 ぺりかん社 2001.9 /749.07/ﾔﾏ/ 0110322711

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料№

161
中学一冊目の参考書
行きたい高校に行くための勉強法がわかる

船登 惟希／著 KADOKAWA 2017.3 /375/ﾌﾅ/ 0111689171

162 中学一冊目の参考書
行きたい高校に行くための勉強法がマンガでわかる

船登 惟希／著 KADOKAWA 2020.3 /375/ﾌﾅ/ 0112131395

163 工学部 中高生のための学部選びガイド 漆原 次郎／著 ぺりかん社 2018.5 /376.8/ｳﾙ/ 1109039311

164
経営学部・商学部 中高生のための学部選びガイ
ド

大岳 美帆／著 ぺりかん社 2019.4 /376.8/ｵｵ/ 1109424471

165 環境学部 中高生のための学部選びガイド 大岳 美帆／著 ぺりかん社 2020.4 /376.8/ｵｵ/ 1109851061

166
なぜ私たちは理系を選んだのか
未来につながる<理>のチカラ

桝 太一／著 岩波書店 2021.5 /407/ﾏｽ/ 1111174072

○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出、返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）

【看護】

【絵画・写真】

【勉強法・進路】

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1 オーテピア

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
http://otepia.kochi.jp/library


