
高等学校読書支援用図書リスト
【生き方･進路･就職ほか】No.３

書名 著者 出版社 ラベル 資料コード

1 金原瑞人<監修>による12歳からの読書案内 金原 瑞人／監修 すばる舎 高校/生‐３/１ 180285280

2
金原瑞人<監修>による12歳からの読書案内
海外作品

金原 瑞人／監修 すばる舎 高校/生‐３/２ 180285348

3
金原瑞人<監修>による12歳からの読書案内
とれたて!ベストセレクション

金原 瑞人／監修 すばる舎 高校/生‐３/３ 180285223

4 イラスト図解!就職活動ワークブック 鶴野 充茂／著
日本能率協会

マネジメントセンター 高校/生‐３/４ 180284291

5 高校生の就職　一般常識３０日 池田書店 高校/生‐３/５ 180284275

6 完全攻略・高校生の就職試験問題集　改訂版 実教出版編修部／編 実教出版 高校/生‐３/６ 180284317

7 高校就職試験サクセス 就職受験対策研究会／編著 増進堂　受験研究社 高校/生‐３/７ 180284218

8
高校生の<就職>15日間スピード一般常識
2016年度版

就職試験情報研究会／著 一ツ橋書店 高校/生‐３/８ 180245680

9
高校生の<就職>漢字・ことわざ・文学常識これだけはやっ
とこう　2010年度版

就職試験情報研究会／著 一ツ橋書店 高校/生‐３/９ 180284101

10
高校生の<就職>合格作文の書き方
2010年度版

長田 英方／編著 一ツ橋書店 高校/生‐３/１０ 180284150

11
高校生の<就職>社会常識テスト
2010年度版

就職試験情報研究会／著 一ツ橋書店 高校/生‐３/１１ 180285272

12
高校生の<就職>書き込み式面接試験合格ノート
2016年度版

萩原 信一／共著 一ツ橋書店 高校/生‐３/１２ 180245672

13
高校生のための面接試験あなたならどう答える
2016年度版

就職試験情報研究会／編著 一ツ橋書店 高校/生‐３/１３ 180245664

14
高校生の一般常識総ざらえ
2016年度版

就職試験情報研究会／編著 一ツ橋書店 高校/生‐３/１４ 180245656

15 高校生の就職　一般常識の完成 池田書店 高校/生‐３/１５ 180284390

16
高校生の就職試験
面接・作文・一般常識

池田書店 高校/生‐３/１６ 180284333

17 高校生の就職試験一般常識問題集　'17年版 成美堂出版編集部／編著 成美堂出版 高校/生‐３/１７ 180245649

18 高校生の就職試験適性検査問題集　'17年版 成美堂出版編集部／編著 成美堂出版 高校/生‐３/１８ 180245631

19 高校生就職面接の受け方答え方　'17年版 成美堂出版編集部／編著 成美堂出版 高校/生‐３/１９ 180245623

20 受かる!自己分析シート 田口 久人／著 日本実業出版社 高校/生‐３/２０ 180284051

21 女子高校生の<就職>一般常識試験問題集 2016年度版 就職試験情報研究会／著 一ツ橋書店 高校/生‐３/２１ 180245516

22 高校生のやさしい一般常識1問一答 2016年度版 就職試験情報研究会／編著 一ツ橋書店 高校/生‐３/２２ 180245508

23 高校生の<就職>適性検査　 2016年度版 就職試験情報研究会／編著 一ツ橋書店 高校/生‐３/２３ 180245490

24 高校生の<就職>一般常識対策　 2016年度版 就職試験情報研究会／著 一ツ橋書店 高校/生‐３/２４ 180245482

25
高校生の<就職>一般常識これだけはやっとこう
2016年度版

就職試験情報研究会／著 一ツ橋書店 高校/生‐３/２５ 180245474

26 高校生の<就職>一般常識マイテスト　 2016年度版　 一ツ橋書店編集部／編著 一ツ橋書店 高校/生‐３/２６ 180245466

27 高校生の<就職>一般常識+適性試験　 2016年度版 就職試験情報研究会／編著 一ツ橋書店 高校/生‐３/２７ 180245458

28 高校生の就職試験一般常識&SPI　 2017年度版 柳本 新二／著 一ツ橋書店 高校/生‐３/２８ 180245425

29 工業高校建築・土木科就職問題　 2011年度版 就職試験情報研究会／著 一ツ橋書店 高校/生‐３/２９ 180282238

30 工業高校電気・電子科就職問題　 2017年度版 就職試験情報研究会／著 一ツ橋書店 高校/生‐３/３０ 180245417

31 工業高校電子機械科就職問題　 2011年度版 就職試験情報研究会／著 一ツ橋書店 高校/生‐３/３１ 180282204

32 工業高校機械科就職問題　 2017年度版 就職試験情報研究会／著 一ツ橋書店 高校/生‐３/３２ 180245409

33 図解マナー以前の社会人常識 岩下宣子／著 講談社 高校/生‐３/３３ 180245565

34
はじめての人でも自信が持てる電話応対の基本とマ
ナー

恩田昭子／編著 日本実業出版社 高校/生‐３/３４ 180245557

35 初級公務員試験早わかりブック　2016年度版 資格試験研究会／編 実務教育出版 高校/生‐３/３５ 180245540

36 Q&A日本経済のニュースがわかる！　2016年版 日本経済新聞社／編 日本経済新聞出版社 高校/生‐３/３６ 180245532
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37 資格取り方選び方全ガイド　2017年版 高橋書店編集部／編著 高橋書店 高校/生‐３/３７ 180245581

38 考えるシート 山田 ズーニー／著 講談社 高校/生‐３/３８ 180284226

39 全国専門・各種学校案内　2015-16 専門・各種学校研究会／編著 一ツ橋書店 高校/生‐３/３９ 180245573

40 ロジカル面接術　2016年基本編 津田久資／著 ワック 高校/生‐３/４０ 180245235

41 働きたいのに…高校生就職難の社会構造 安田 雪／著 勁草書房 高校/生‐３/４１ 180284143

42 面接力 梅森 浩一／著 文芸春秋 高校/生‐３/４２ 180284283

43 就職難をふっとばそう!高校生 ケイ・アイ・メディア／編 ケイ・アイ・メディア 高校/生‐３/４３ 180288664

44
夢の行方　高校生の教育・職業アスピレーションの
変容

片瀬 一男／著 東北大学出版会 高校/生‐３/４４ 180288722

45 仕事のカタログ　2016-17年版 自由国民社 高校/生‐３/４５ 180245318

46 就職活動を勝ち抜く「見た目力」 竹内　一郎／著 アスペクト 高校/生‐３/４６ 180245300

47 「天職」がわかる心理学 中越　裕史／著 PHP研究所 高校/生‐３/４７ 180245292

48 本気で探す就職力で選ぶ大学　2016 朝日新聞出版 高校/生‐３/４８ 180245433

49 新入社員の基本がわかる86のルール 寺松　輝彦／著 ダイヤモンド社 高校/生‐３/４９ 180245284

50 時間と学費をムダにしない大学選び　2016 岩渡　嶺司／著 中央公論新社 高校/生‐３/５０ 180245276

51
成功する留学
地球の歩き方　ワーキングホリデー完ペキガイド

『成功する留学』編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 高校/生‐３/５１ 180292468

52 これから就活を始める君たちへ 坂本 章紀／著 日本経済新聞出版社 高校/生‐３/５２ 180288425

53 マンガでわかる！社会人一年生のビジネスマナー 西出　ひろ子／著 ダイヤモンド社 高校/生‐３/５３ 180245268

54 就活って何だ　人事部長から学生へ 森 健／著 文藝春秋 高校/生‐３/５４ 180284366

55 就職のオキテ サカタ カツミ／著 翔泳社 高校/生‐３/５５ 180284085

56 就職活動をはじめる前に読む本 浦上 昌則／著 北大路書房 高校/生‐３/５６ 180284200

57 大学生活を極める５５のヒント 板野　博行／著 大和書房 高校/生‐３/５７ 180245250

58 楽しく挑戦就職活動 河田 美惠子／著 学文社 高校/生‐３/５８ 180282154

59 就職活動言葉づかいの基本 宮川 俊彦／著 一ツ橋書店 高校/生‐３/５９ 180282097

60 成功する留学ランキング＆テクニック50
地球の歩き方
成功する留学編集室／編集

ダイヤモンド社 高校/生‐３/６０ 180245441


