書店

おすすめ！お仕事小説

おすすめ！お仕事小説
会社
のお仕事

皆さんにとって将来の仕事は最大の関心事
と思います。今回は、そんな皆さんに贈るお
仕事の世界のお話です。
お仕事小説は、映像化され話題を呼んだ作
品も数多くあります。知らない仕事を知る楽
しさや、悩みを抱えつつ仕事に前向きに頑張
る姿勢、プロ意識や職務を全うする大切さな
ど、多くを学べるのがお仕事小説の魅力かも
しれません。いろんなお仕事の世界を読んで、
疑似体験してみてはいかがでしょうか。読ん
だ後は自分の未来像に変化が起こるかも!?
今回の展示、87点の中からおすすめ本を
紹介しました。
ぜひ、図書館で手に取ってご覧ください。

展示場所 図書館2階第2開架閲覧室入口
展示期間 11月末日

会社員

会社員

明治から続く下町古書店"東京バンドワゴン"。ちょっとおかし
な四世代ワケあり大家族のラブ&ピース小説。著者は江別市在
住。現在、シリーズ16作目まで刊行中。

これは経費で落ちません！

ドラマ

これは経費で落ちません！
会社
: 経理部の森若さん / ドラマ
青木祐子
（経理） / 青木祐子
: 経理部の森若さん
文庫本コーナー

パン屋

真夜中のパン屋さん / 大沼紀子

林業

神去なあなあ日常 / 三浦しをん

空の中 / 有川浩

自衛隊 空の中

医師

ドラマ

913.6

神様のカルテ

美人の産地・神去村でﾁｪｰﾝｿｰ片手に山仕事。先輩の鉄拳、ﾀﾞﾆ

913.6

の山奥にある神去村で林業に従事することになった平野勇気

ID: 0817992

ドラマ

書店

書店

活版印刷所 活版印刷三日月堂 / ほしおさなえ
文庫本コーナー

カフェ

ドラマ

第2開架閲覧室

913.6||I33||1

2階書庫

913.6||Sa85

第2開架閲覧室

ID：0854569

913.6||Y44

ID：0800412

漁師志願！ / 山下篤
スロウハイツの神様

(上・下) / 辻村深月

913.6||Ts44||1,2

ID：0852441、0852442

ドラマ

映画

ラノベ・映画・音楽

雪と珊瑚と / 梨木香歩

映画

請求記号

913.6||O24

資料ID

ID：0806949

飲食店 店長がいっぱい / 山本幸久
第2開架閲覧室

913.6||Y31

ID：0856308

コンビニ コンビニ人間 / 村田沙耶香
第2開架閲覧室
化粧品販売

第2開架閲覧室

第2開架閲覧室

映画

映画

913.6||Ts44

/ 三上延

第2開架閲覧室

ID：0582719

ハケンアニメ！ / 辻村深月

ID: 0784721

ビブリア古書堂の事件手帖

飲食店 食堂かたつむり / 小川糸

ID：0837739

落語家 しゃべれどもしゃべれども / 佐藤多佳子

Ta19

珊瑚、21歳。シングルマザー。追い詰められた状況で、一人の
913.6
女性と出逢い、滋味ある言葉、温かいスープに、生きる力が息
N55
を吹きかえしてゆく。心にも体にもやさしい、惣菜カフェを
オープンさせることになるが…。
ID: 0842750

日曜の昼下がり、厳重なｾｷｭﾘﾃｨ網を破り、自室で社長は撲殺さ
913.6
れた。逮捕されたのは、続き扉の向こうで仮眠していた専務・
A82
久永。弁護士・青砥純子は、久永の無実を信じ、密室の謎を解
くべく、防犯ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ榎本径を訪ねる。
ID: 0832994
ドラマ

023.913

第2開架閲覧室

第2開架閲覧室

資料ID

第2開架閲覧室

鎌倉の片隅で営業する古本屋「ビブリア古書堂」。そこの店主
B913.6
は若くきれいな女性。本には人一倍の情熱を燃やす彼女のもと
Mi21
には、いわくつきの古書が持ち込まれ、彼女は古書にまつわる
1
謎と秘密を、鮮やかに解き明かしていく。
ID: 0847840

川越に佇む活版印刷所・三日月堂。活字を拾い、依頼に応じて
B913.6
一枚一枚手作業で言葉を印刷する。そんな三日月堂には悩みを
M92
抱えたお客が訪れ、活字と言葉の温かみによって解決してい
く。だが店主の弓子にも事情があるようで…。
ID: 0861473

請求記号

書店繁盛記 / 田口久美子

913.6
N58 「書店を支えてくださるのはあなた方なのです」--書店員のこ
の思いを伝えたい！長年、書店員として働く著者が、街から姿
1 を消す書店が増える中、リアルな書店員の右往左往を書きとめ

し、専門分野外の診療も、3日眠れないことも日常茶飯事だ。
言葉で伝えきれないなら、音で表せるようになればいい。ピア
913.6
ノの調律に魅せられた一人の青年が調律師として、人として成
大学病院からの誘いに悩む一止の背中を押したのは、高齢の癌
Mi83
長する姿を温かく静謐な筆致で綴った、祝福に満ちた長編小
ID: 0829557た1冊。
患者
・安曇からの思いがけない贈り物だった。
説。
ID: 0859948

町工場 下町ロケット / 池井戸潤

ドラマ
第2開架閲覧室

913.6
「コラーゲンの抽出を見守るような仕事はありますか?」燃え
Ts74
尽き症候群のようになって前職を辞めた30代半ばの女性が、職
業安定所でそんなふざけた条件を相談員に出すと、ある、とい
映 画う。5つの異なる仕事を巡っていく連作小説。
ID: 0874249

第2開架閲覧室

防犯コンサ
硝子のハンマー / 貴志祐介
ルタント

913.6
Mi67

第2開架閲覧室やﾋﾙの襲来。しかも村には秘密が…!?高校卒業と同時に三重県

映画
羊と鋼の森
/ 宮下奈都
栗原一止は信州の病院で働く内科医。ここでは常に医師が不足
第2開架閲覧室

映画

第2開架閲覧室

200X年、二度の航空機事故が人類を眠れる秘密と接触させた。 A71 は、自然を相手に生きてきた人々に出会う。
この世にたやすい仕事はない
秘密を拾った子供たちと秘密を探す大人たち。秘密に関わるす
映画
ドラマ
派遣
神様のカルテ
/ 夏川草介
/ 津村記久子
べての人が集ったその場所で、最後に救われるのは誰か。
第2開架閲覧室
ID: 0775056

医師

ビアノの
調律師

ドラマ

第2開架閲覧室

913.6
栗原一止は信州の病院で働く内科医。ここでは常に医師が不足
N58
し、専門分野外の診療も、3日眠れないことも日常茶飯事だ。
1
大学病院からの誘いに悩む一止の背中を押したのは、高齢の癌
ID: 0829557
患者・安曇からの思いがけない贈り物だった。
/ 夏川草介

クリエイ
ター

ID: 0799365

ID: 0863642

/ 有川浩
200X年、二度の航空機事故が人類を眠れる秘密と接触させた。
A71
秘密を拾った子供たちと秘密を探す大人たち。秘密に関わるす
べての人が集ったその場所で、最後に救われるのは誰か。
ID: 0775056

漁業

913.6
Sh96

文庫本コーナー
（経理）
文庫本コーナー
のお仕事
B913.6
森若沙名子、27歳、経理一筋5年。きっちりと働き、適正な給
B913.6
森若沙名子、27歳、経理一筋5年。きっちりと働き、適正な給
B913.6 真夜中にだけオープンする不思議なパン屋・ﾌﾞｰﾗﾝｼﾞｪﾘｰ・ｸﾚﾊﾞ
O68
A53
料は自分のために使う。完璧な生活、のはずだった。だがその
A53 ﾔｼに居候することになった女子高生・希実。ここでは都会のは
料は自分のために使う。完璧な生活、のはずだった。だがその
1
ぐれ者たちが集まり、次々と困った事件が巻き起こる…。ほろ
日、営業部のエースが持ってきた領収書「4800円、たこ焼き
日、営業部のエースが持ってきた領収書「4800円、たこ焼き
ID: 0846919
ID: 0863642
苦さと甘酸っぱさに心が満ちる物語。
代」が波乱を呼び…!?

自衛隊

アニメ制作

ドラマ
第2開架閲覧室

代」が波乱を呼び…!?

あんな
こんな
お仕事

東京バンドワゴン / 小路幸也

ID：0861861

メロディ・フェア / 宮下奈都
第2開架閲覧室

料理教室

913.6||Mu59

913.6||Mi83

ID：0835199

913.6||F64

ID：0853951

初恋料理教室 / 藤野恵美
第2開架閲覧室

