調べ方案内（ﾊﾟｽﾌｧｲﾝﾀﾞｰ） No.11

職業・仕事を調べるには
2015.3 作成

どんな仕事があって，どの仕事が自分に合っ
て い る の か 分か ら な い ･･･。
あなたの個性や資質を活かせるような仕事を
見つけるための手がかりになる資料をご案内
します。

この「調べ方案内」では，
毎回ひとつのテーマを
とりあげて，調べ方の
コツやヒントをお伝え
していきます。

宮城県図書館
〒981-3205 宮城県仙台市泉区紫山 1-1-1
電話：022-377-8441
FAX：022-377-8484
URL http://www.library.pref.miyagi.jp/

１ キーワードは何でしょう？
資料を検索する時に，手がかりとなるのはキーワードです。「仕事」「職業」
以外の言葉や関連する言葉をイメージしておくと，効果的な検索ができます。
（キーワードを掛け合わせるとさらに絞った検索ができます。
）

職種 業界 就職 会社選び 適職 労働 就労 雇用 働く
ワーク 進路 資格 検定 ビジネス やりがい あこがれ 夢

２ 資料をさがしにいきましょう
本棚に行くと、同じ分野の図書がまとまって並んでいます。
図書の背ラベル（上段）は，その分野を数字で表しています。
例えば・・・

336
366.2
366.3

経営管理
労働力．雇用
労働条件

336.49 ビジネスマナー
366.29 職種．職業紹介．就職
366.4 賃金

３ こんな資料があります
当館が所蔵している資料の一部を，ご紹介します。
まだ具体的な方向性が決まっていない時には・・・

「職業調べ」から始めましょう
●世の中にどんな仕事があるのか調べてみましょう。

資料 ID

1009658921
1009453281
1010837167
1009579861
1009564186
1010262317

請求記号が「Ｊ」ではじまる
資料は 2 階子ども図書室に
あります。

タイトル

職業ガイドブック
職業レファレンス
仕事カタログ
やりたい仕事がある
NHK あしたをつかめ平成若者仕事図鑑
新 13 歳のハローワーク

請求記号

366.29/073/タ R
366.29/048/R
366.29/145
366.29/05Y
366.29/058
J366

●現場の話を参考にしてみましょう

資料 ID

タイトル

請求記号

1010888350 仕事を選ぶ
1004102610 私の仕事
1010827986 働く!「これで生きる」50 人
プロフェッショナル仕事の流儀 1
1009461086

366.29/143
366.29/054
366.29/147

1010009197 あこがれ仕事百科

J366

1007165002 わたしが選んだ職業

Ｊ366

＊「プロフェッショナル仕事の流儀」シリーズ

366.29/064/1

特定の分野に絞ってみましょう
自分の興味がわいた分野について，背ラベル（上段）を参考に
より深く調べてみましょう。
特定の分野を調べる場合には，その分野の背ラベル（上段）に行くと
見つけることができます
＜例＞
007
コンピュータ
317.7
警察．公安
317.79
消防
318.3
地方公務員
336.8/9 企業会計
369
社会福祉
374.3
教職員
498.14 医療関係職員の資格・任務
589.2
被服(アパレル産業)
699.39 アナウンサー
726
漫画
780
スポーツ
901.3
小説

資料 ID

タイトル

1011089958
1004081509

請求記号

理学療法士になるには

498.14/14X

*「なるには BOOKS」シリーズ

スポーツにかかわる仕事なり方完全ガイド
*好きな仕事実現シリーズ

最新不動産業界の動向とカラクリが
1011072244 よーくわかる本

780/スホ 052
673.99/13Z

*How-nual 図解入門シリーズ

1007362864
1009251222

保育士まるごとガイド

376.14/035

*まるごとガイドシリーズ

公認会計士になろう
*目指す人のためのよくわかるハンドブックシリーズ

336.97/044

ポイント

＊図書目録を活用しよう
資料 ID

1010663597

タイトル

請求記号

366.29/119/R

ヤングアダルトの本

1991 年から 2010 年までの 20 年間に
国内で刊行された職業案内・仕事紹介
を集めた図書目録です。
参考になりそうな本を探してみましょう

ビジネス支援コーナーで調べてみましょう
ビジネス支援コーナーでは，企業情報や業界研究の資料が参考になります。
ビジネス支援に関する資料は，書架 26 東の「ビジネス支援コーナー」へ！！

資料 ID

1011049812

タイトル

業界別 業界情報
会社四季報業界地図, 2014 年版

請求記号

PA603.6
602.1/139/R

「働く」とは・・
資料 ID

タイトル

1009711621 職業とは何か
1010813762 「働く」ために必要なこと
1007652975 「働く」を考える

請求記号

366.29/088
366.29/135
366.29/035

仕事のコツや仕事術
資料 ID

1011028915
1011020995
1010844692
1010787628

タイトル

請求記号

336.2/135
「仕事のプロセス」の教科書
336.2/134
「認知科学」最強の仕事力
あなたの 1 日を 3 時間増やす「超整理術」 336.2/142
336.2/131
あなたの本当の力が目覚める 4 倍速仕事術

仕事に役立つ資料
資料 ID

1010794236
1009862275
1009753029
1010909099

タイトル
資格取り方・選び方オールガイド, 2014 年版
ビジネスマン情報ハンドブック, 2011 年版

図解まるわかりビジネスマナーの基本
電話応対のマナー120 のシーン別正しい受け答え

請求記号

366.29/128/R
031/10Y/R
336.49/077
336.49/147

４ 当館に所蔵がないときは
当館に所蔵がない資料も，次のデータベースでさがすことができます。
利用については，３階調査相談カウンターへご相談ください。
「宮城県内図書館総合目録」 県内公共図書館の蔵書検索
http://www.library.pref.miyagi.jp/dog/crs/
「学都仙台 OPAC」 県内大学図書館の蔵書検索
https://opac.library.tohoku.ac.jp/multi-opac/
「国立国会図書館サーチ」国立国会図書館と全国の主な公共図書館の蔵書
検索
http://iss.ndl.go.jp/

５ 困ったときは
資料が見つからない，使い方がわからないなど，困ったときは
各フロアのカウンターへどうぞ。いつでもお手伝いします。
＜新聞・雑誌室＞ 新聞・雑誌・行政資料に関すること
＜みやぎ資料室＞ 宮城県・旧仙台領に関すること
＜子ども図書室＞ 児童書に関すること
＜調査相談カウンター＞ その他，調べものに関すること

