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1
あこがれお仕事いっぱい!
せいふく図鑑

大きくなったらどれ着
たい?

勝倉 崚太∥写真
鶴田 一浩∥絵

学研教育出版 2012.4 J366/ｱｺ 児童室 1200703542

2 おしごと制服図鑑
制服をみれば仕事の
ひみつがわかる!

講談社∥編 講談社 2012.9 J366/ｵｼ 児童室 1200706354

3 現場で働く人たち　１ 現場写真がいっぱい こどもくらぶ∥編 あすなろ書房 2015.8 J366/ｹﾞﾝ/1 児童室 1200844338

4 現場で働く人たち　２ 現場写真がいっぱい こどもくらぶ∥編 あすなろ書房 2015.1 J366/ｹﾞﾝ/2 児童室 1200844346

5 現場で働く人たち　３ 現場写真がいっぱい こどもくらぶ∥編 あすなろ書房 2015.12 J366/ｹﾞﾝ/3 児童室 1200844353

6 現場で働く人たち　４ 現場写真がいっぱい こどもくらぶ∥編 あすなろ書房 2016.2 J366/ｹﾞﾝ/4 児童室 1200732400

7 しごとば 鈴木 のりたけ∥作 ブロンズ新社 2009.3 J366/ｽｽﾞ 児童室 1200670675

8 しごとば 続 鈴木 のりたけ∥作 ブロンズ新社 2010.1 J366/ｽｽﾞ/2 児童室 1200682670

9 しごとば　続々 しごとばシリーズ　3 鈴木 のりたけ∥作 ブロンズ新社 2011.1 J366/ｽｽﾞ/3 児童室 1200694550

10 しごとば　東京スカイツリー しごとばシリーズ　4 鈴木 のりたけ∥作 ブロンズ新社 2012.4 J366/ｽｽﾞ/4 児童室 1200703559

11 しごとば　もっと しごとばシリーズ　5 鈴木 のりたけ∥作 ブロンズ新社 2014.5 J366/ｽｽﾞ/5 児童室 1200718581

12 21世紀こども百科しごと館
あこがれの職業を
大図解!!

小学館 2006.1 JR366/ﾆｼﾞ 児童室 1200558060

13 はじめて知るみんなの未来の仕事 仕事が218種類! 学研 2008.4 J366/ﾊｼﾞ 児童室 1200654885

14 夢をかなえる職業ガイド
あこがれの仕事を
調べよう!

PHP研究所∥編 PHP研究所 2015.8 J366/ﾕﾒ 児童室 1200728184

15 わくわく資格ブック １
きみの未来と夢が
広がる!

教育画劇 2015.2 J366/ﾜｸ/1 児童室 1200724647
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16  あおだすすめすすめ
まっかなちっちゃいき
かんしゃのぼうけん

ベネディクト　ブラスウェ
イト∥作
青山 南∥訳

BL出版 2007.5 ｴﾎﾝ/ﾌﾞ 児童室 1200620241

17  あたまにつまった石ころが

キャロル　オーティス
ハースト∥文/ジェイム
ズ　スティーブンソン∥
絵/千葉 茂樹∥訳

光村教育図書 2002.7 ｴﾎﾝ/ﾊ 児童室 1200286209

18  あなぐまのクリーニングやさん PHPにこにこえほん
正岡 慧子∥文
三井 小夜子∥絵

PHP研究所 2001.8 ｴﾎﾝ/ﾏ 集密書庫 1200272969

19  ありがとうしょうぼうじどうしゃ
内田 麟太郎∥文
西村 繁男∥絵

ひかりのくに 2009.7 ｴﾎﾝ/ｳ 児童室 1200674578

20  アントンせんせいおでかけです 講談社の創作絵本 西村 敏雄∥作 講談社 2015.4 ｴﾎﾝ/ﾆ 児童室 1200726121

21  うみへいくピン・ポン・バス
竹下 文子∥作
鈴木 まもる∥絵

偕成社 2004.7 ｴﾎﾝ/ﾀ 児童室 1200379566

ブックリスト　「いろんなおしごと」
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22  おおかみのおいしゃさん
オルガ　ルカイユ∥文
絵
こだま しおり∥訳

岩波書店 2009.4 ｴﾎﾝ/ﾙ 児童室 1200671517

23  おおきくなったらなにになる?
ディック　ブルーナ∥ぶ
ん え
まつおか きょうこ∥やく

福音館書店 2014.4 ｴﾎﾝ/ﾌﾞ 児童室 1200717401

24  オーケストラをききに 小澤 一雄∥作　絵 ポトス出版 2007.5 ｴﾎﾝ/ｵ 児童室 1200621371

25  おさるのケーキやさん 安西 水丸∥[作] 教育画劇 2007.6 ｴﾎﾝ/ｱ 児童室 1200625471

26  おさるのジョージとしょかんへいく

M.レイ∥原作/H.A.レイ
∥原作/福本 友美子∥
訳/マーサ　ウェストン∥
画

岩波書店 2006.4 ｴﾎﾝ/ﾚ 児童室 1200572160

27  おじいさんのしごと 講談社の創作絵本 山西 ゲンイチ∥作 講談社 2013.1 ｴﾎﾝ/ﾔ 児童室 1200710208

28  おとうさんはだいくさん
おとうさん・おかあさ
んのしごとシリーズ

平田 昌広∥作
鈴木 まもる∥絵

佼成出版社 2009.9 ｴﾎﾝ/ﾋ 児童室 1200677860

29  おとうさんはパンやさん
おとうさん・おかあさ
んのしごとシリーズ

平田 昌広∥作
鈴木 まもる∥絵

佼成出版社 2010.9 ｴﾎﾝ/ﾋ 児童室 1200689964

30  おとどけものでーす! 間瀬 なおかた∥作　絵 ひさかたチャイルド 2012.2 ｴﾎﾝ/ﾏ 児童室 1200701553

31  おまかせコックさん
竹下 文子∥作
鈴木 まもる∥絵

金の星社 2007.5 ｴﾎﾝ/ﾀ 児童室 1200621488

32  おまわりさんのスモールさん
世界傑作絵本シリー
ズ　アメリカの絵本

ロイス　レンスキー∥ぶ
ん　え
わたなべ しげお∥やく

福音館書店 2005.3 ｴﾎﾝ/ﾚ 児童室 1200146320

33  カウボーイのスモールさん
世界傑作絵本シリー
ズ　アメリカの絵本

ロイス　レンスキー∥ぶ
ん　え
わたなべ しげお∥やく

福音館書店 2005.3 ｴﾎﾝ/ﾚ 児童室 1200146338

34  からすのおかしやさん
かこさとしおはなしの
ほん 11

かこ さとし∥作　絵 偕成社 2013.4 ｴﾎﾝ/ｶ 児童室 1200711198

35  からすのそばやさん
かこさとしおはなしの
ほん 14

かこ さとし∥作　絵 偕成社 2013.5 ｴﾎﾝ/ｶ 児童室 1200711446

36  からすのてんぷらやさん
かこさとしおはなしの
ほん 13

かこ さとし∥作　絵 偕成社 2013.5 ｴﾎﾝ/ｶ 児童室 1200711453

37  からすのパンやさん
かこさとしおはなしの
ほん 7

かこ さとし∥作　絵 偕成社 2010.10 ｴﾎﾝ/ｶ 集密書庫 1200819512

38  からすのやおやさん
かこさとしおはなしの
ほん 12

かこ さとし∥作　絵 偕成社 2013.4 ｴﾎﾝ/ｶ 児童室 1200711206

39  ぎょうれつのできるケーキやさん ふくざわ ゆみこ∥さく 教育画劇 2013.3 ｴﾎﾝ/ﾌ 児童室 1200709861

40  ぎょうれつのできるすうぷやさん ふくざわ ゆみこ∥さく 教育画劇 2009.4 ｴﾎﾝ/ﾌ 児童室 1200670238

41  ぎょうれつのできるはちみつやさん ふくざわ ゆみこ∥さく 教育画劇 2011.2 ｴﾎﾝ/ﾌ 児童室 1200695540

42  ぎょうれつのできるパンやさん ふくざわ ゆみこ∥さく 教育画劇 2007.4 ｴﾎﾝ/ﾌ 集密書庫 1200619565

43  きれいねはなやさん おしごとえほん 6
STUDIO31∥写真
やひろ きよみ∥絵

ポプラ社 2005.11 ｴﾎﾝ/ｷ 集密書庫 1200559977

44  クッキーのおべんとうやさん こんにちは!えほん 3 安西 水丸∥[作] ポプラ社 2005.7 ｴﾎﾝ/ｱ 児童室 1200533162

45  くまのおすしやさん やまもと たかし∥作 佼成出版社 2003.4 ｴﾎﾝ/ﾔ 児童室 1200330635

46  くまのこうちょうせんせい
こんの ひとみ∥作
いもと ようこ∥絵

金の星社 2004.6 ｴﾎﾝ/ｺ 児童室 1200140448

47  くまのしんぶんきしゃ
こんの ひとみ∥作
いもと ようこ∥絵

金の星社 2006.11 ｴﾎﾝ/ｺ 児童室 1200803177
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48  コンビニエンスストアでおかいもの おしごとえほん 2
STUDIO31∥写真
やひろ きよみ∥絵

ポプラ社 2005.9 ｴﾎﾝ/ｺ 集密書庫 1200548459

49
 さるのせんせいとへびのかんごふさ
ん

穂高 順也∥ぶん
荒井 良二∥え

ビリケン出版 1999.11 ｴﾎﾝ/ﾎ 児童室 1200252706

50  三丁目の傘屋さん
そうえん社・日本の
えほん 7

岡本 小夜子∥作
篠崎 三朗∥絵

そうえん社 2007.6 ｴﾎﾝ/ｵ 児童室 1200624037

51  ショコラちゃんはおいしゃさん
講談社の幼児えほん
Chocolat Book 4

中川 ひろたか∥ぶん
はた こうしろう∥え

講談社 2003.8 ｴﾎﾝ/ﾅ 児童室 1200353769

52  すすめ!きゅうじょたい
竹下 文子∥作
鈴木 まもる∥絵

金の星社 2014.8 ｴﾎﾝ/ﾀ 児童室 1200720371

53  スモールさんののうじょう
世界傑作絵本シリー
ズ　アメリカの絵本

ロイス　レンスキー∥ぶ
ん　え
わたなべ しげお∥やく

福音館書店 2005.3 ｴﾎﾝ/ﾚ 児童室 1200416251

54  だいくのたこ8さん
内田 麟太郎∥文
田中 六大∥絵

くもん出版 2009.11 ｴﾎﾝ/ｳ 児童室 1200680203

55  つんつくせんせいかめにのる
たかどの ほうこ∥さく
え

フレーベル館 2005.6 ｴﾎﾝ/ﾀ 児童室 1200149761

56  つんつくせんせいとふしぎなりんご
たかどの ほうこ∥さく
え

フレーベル館 2002.9 ｴﾎﾝ/ﾀ 児童室 1200295960

57  つんつくせんせいどうぶつえんにいく
たかどの ほうこ∥さく
え

フレーベル館 1998.9 ｴﾎﾝ/ﾀ 児童室 1200509303

58  でんしゃがまいります
こどものとも700号
記念コレクション20

秋山 とも子∥さく 福音館書店 2014.4 ｴﾎﾝ/ｱ 児童室 1200717849

59  とうちゃんはかんばんや
平田 昌広∥作
野村 たかあき∥絵

教育画劇 2005.5 ｴﾎﾝ/ﾋ 児童室 1200427845

60  どうぶつえんのおしごと おしごとえほん 5
内山 晟∥写真　解説
たちの けいこ∥絵

ポプラ社 2005.11 ｴﾎﾝ/ｳ 集密書庫 1200562559

61  どんぐりむらのぱんやさん なかや みわ∥さく 学研教育出版 2011.9 ｴﾎﾝ/ﾅ 児童室 1200819918

62  どんぐりむらのぼうしやさん なかや みわ∥さく 学研教育出版 2010.9 ｴﾎﾝ/ﾅ 児童室 1200819926

63  どんぐりむらのほんやさん なかや みわ∥さく 学研教育出版 2014.9 ｴﾎﾝ/ﾅ 児童室 1200720629

64  ねこのおすしやさん 鈴木 まもる∥作　絵 偕成社 2009.9 ｴﾎﾝ/ｽ 児童室 1200677522

65  はしれ!たくはいびん
竹下 文子∥作
鈴木 まもる∥絵

偕成社 2005.12 ｴﾎﾝ/ﾀ 児童室 1200555231

66  はしれはしごしゃ 間瀬 なおかた∥作　絵 ひさかたチャイルド 2009.12 ｴﾎﾝ/ﾏ 児童室 1200681821

67
 バスラの図書館員
 イラクで本当にあった話

ジャネット　ウィンター∥
絵と文
長田 弘∥訳

晶文社 2006.4 ｴﾎﾝ/ｳ 児童室 1200842290

68  パパのしごとはわるものです えほんのぼうけん 27
板橋 雅弘∥作
吉田 尚令∥絵

岩崎書店 2011.5 ｴﾎﾝ/ｲ 児童室 1200830808

69  パンやのくまさん

フィービ　ウォージントン
∥さく　え
セルビ　ウォージントン
∥さく　え
まさき　るりこ∥やく

福音館書店 1987.5 ｴﾎﾝ/ﾌ 集密書庫 1200106738

70  ファミリーレストランでおしょくじ おしごとえほん 1
STUDIO31∥写真
やひろ きよみ∥絵

ポプラ社 2005.9 ｴﾎﾝ/ﾌ 集密書庫 1200548475

71
 へびのせんせいとさるのかんごふさ
ん

穂高 順也∥ぶん
荒井 良二∥え

ビリケン出版 2002.6 ｴﾎﾝ/ﾎ 児童室 1200280517

72  ほかほかやきたてパンやさん おしごとえほん 3
STUDIO31∥写真
青木 菜穂子∥絵

ポプラ社 2005.10 ｴﾎﾝ/ﾎ 集密書庫 1200550034

73  ぼくのママはうんてんし おおとも やすお∥さく 福音館書店 2012.9 ｴﾎﾝ/ｵ 児童室 1200705562
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74  みんなで!いえをたてる
竹下 文子∥作
鈴木 まもる∥絵

偕成社 2011.11 ｴﾎﾝ/ﾀ 児童室 1200699815

75  メアリー・スミス
アンドレア　ユーレン∥
作/千葉 茂樹∥訳

光村教育図書 2004.7 ｴﾎﾝ/ﾕ 児童室 1200412052

76  モモちゃんとこや
ちいさいモモちゃん
えほん 10

松谷 みよ子∥文
武田 美穂∥絵

講談社 1996.10 ｴﾎﾝ/ﾏ/10 集密書庫 1200118022

77  ゆうびんやさんおねがいね

サンドラ　ホーニング∥
文
バレリー　ゴルバチョフ
∥絵
なかがわ ちひろ∥訳

徳間書店 2007.9 ｴﾎﾝ/ﾎ 児童室 1200632865

78  よるのとこやさん
わくわくメルヘン
シリーズ

垣内 磯子∥作
村田 エミコ∥絵

フレーベル館 2009.9 ｴﾎﾝ/ｶ 児童室 1200678231

79  ルリユールおじさん いせ ひでこ∥作 理論社 2006.9 ｴﾎﾝ/ｲ 児童室 1200801403

80  ワニーさんのおまけつきレストラン
岡本 一郎∥原案
いもと ようこ∥文　絵

ひかりのくに 2004.10 ｴﾎﾝ/ｲ 児童室 1200269759

　（１１月２３日）

国民の祝日の一つ。勤労（仕事をすること）をたいせつにし、

生産を祝い、国民がおたがいに感謝し合うための日として、

昭和23（1948）年に制定されました。

TEL：019-606-1730（代）　　FAX：019-606-1731　（HPアドレス）http://www.library.pref.iwate.jp/

岩手県立図書館
〒020-0045　盛岡市盛岡駅西通1-7-1　いわて県民情報交流センター〔アイーナ〕内

　勤労感謝の日

この祝日は、天皇がその年に収穫した新米を神にそなえ、

神とともにみずからも食する新嘗祭（にいなめさい）の日を

前身としています。

＜　参考　＞

内閣府ホームページ　http://www.cao.go.jp/　（最終アクセス　2017.10）

「総合百科事典ポプラディア」３ ポプラ社


