《基本の５教科》《別巻 4 教科》

保健体育 時間
美術 時間
技術・家庭 時間
音楽 時間
全９巻 完 結！

松井大助・小林良子＝著

［推薦］全国中学校進路指導連絡協議会

中学校の科目からみるぼくとわたしの職業ガイド
学校の勉強って
何の役に立つの？

社会の第一線で活躍する人たちの姿を
とおして、学校の勉強の「可能性」
を紹介
する、学校・図書館に必備のシリーズ。

発行・発売
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〒113 - 0033

東京都文京区本郷1 - 28 - 36

TEL 03 - 3814 - 8515 FAX 03 - 3814 - 3264

【別巻 ４教科の主要目次】

保健体育はこんなところで活きている！
１章

「体育」
を活かす仕事

美術の時間

１章

「デザイン・工芸」を活かす仕事

デザインや工芸で人びとの生活を彩る

水泳選手／スポーツトレーナー／小学校教師

アートディレクター／プロダクトデザイナー／原型師

「保健」
を活かす仕事

２章

「絵・彫刻」を活かす仕事

健康にはいろいろなことが関係してくる

絵や彫刻で現代の文化を形作っていく

ユニセフ職員／助産師／刑事

イラストレーター／美術家／キュレーター

３章

こんな分野でも
保健体育が活きている

３章

新たな美術表現は今も生まれ続けている

レスキュー隊員／鳶／
スポーツ記者／会社員

ネイリスト／舞台美術家／
カメラマン／花火師

2008 年 4 月刊行・発売中

2008 年 9 月刊行・発売中

技術・家庭の時間

技術・家庭はこんなところで活きている！
１章

「家庭」
を活かす仕事

別巻

中学生のそんな疑問に答える

「音楽」を活かす仕事

ため、社会の第一線で働く人

シンガーソングライター／レコード会社営業マン
／ラジオディレクター

「技術」
を活かす仕事

技術力を高めて質のよい製品を生み出そう

航空整備士／工場職人／ウェブデザイナー
３章

こんな分野でも
技術・家庭が活きている

技術科と家庭科には接点もたくさんある！

システムエンジニア／建築家／
児童指導員／食品開発者
2009 年 1 月刊行・発売中

２章

「器楽」を活かす仕事

楽器に親しんでいくためにできること

和太鼓奏者／オーケストラ団員／楽器職人
３章

こんな分野でも
音楽が活きている

音楽は暮らしのあちこちに息づいている

ダンサー／音響エンジニア／
幼稚園教師／音楽療法士
2009 年 4 月刊行・発売中

【基本 ５教科の主要目次】
英語の時間
英語がもたらしてくれるものとは？
１章

「会話」
を活かす仕事

国語がもたらしてくれるものとは？
１章

「読み書き」
「文法」を活かす仕事

読み書きによって読解力や表現力が身につく！

キャビンアテンダント／通訳／日本語教師

作家／司書／裁判官／ゲームクリエータ

「文化」
や
「習慣」を活かす仕事

異文化を理解することで外国人とより良い関係が築ける

雑貨店オーナー／商社マン／外交官
３章

「読み書き」
や
「文法」
を活かす仕事

２章

「会話」や「発声」を活かす仕事

「話す」
「聞く」力があれば仕事も人間関係もうまくいく！

アナウンサー／声優／販売員／スクールカウンセラー
３章

こんな分野でも国語が活きている

文章の読み書きができれば仕事でおおいに活躍できる！

国語の勉強はいろいろな分野で活かされている！

翻訳家／国際ビジネスマン／中学校英語教師

ホテルマン／ピアニスト／イラストレーター／
プロサッカー選手

４章

こんな分野でも英語が活きている

英語が活かせる職業はまだまだたくさんある！

獣医師／船長／ジャーナリスト

step

が、仕事のどんな場面で役立
つかを取材。あこがれの職業

4

と学 校 の 教 科とをつ なぐ 、
「英語」
「 国語」
「 数学」
「 理科」
の４教科「保健体育」
「 美術」
「技術・家庭」
「 音楽」
が加わり
ました。

数学の時間
１章

「図形」を活かす仕事

「図形」の知識が社会を変えてきた！

インダストリアルデザイナー／大工／
インテリアコーディネーター／測量士

２章

「計算」を活かす仕事

数学の基礎中の基礎、それが「計算」だ！

ケーキ屋さん／電車の運転士／税理士
３章

「グラフ」
を活かす仕事

世の中のことを「グラフ」で読み取ろう！

経営コンサルタント／アクチュアリー
４章

「論理」
を活かす仕事

「論理」は思いを伝えるための道具だ！

数学者／弁護士／研究開発者

3

120

60

「社会」の主要５教科に、別巻

数学はこんなところで活きている！

step

5

中学生のための職業ガイド。

国語の時間

外国人と意思疎通をはかるには会話の力が何より重要！

２章

たちに、中学時代に学んだこと

理科の時間
理科はこんなところで活きている！
１章

「物理」や「化学」を活かす仕事

「物理」や「化学」で自然の力を引き出す

Ｆ１エンジニア／建築家／消防官／美容師
２章

「生物」や「地学」を活かす仕事

「生物」や「地学」で自然と向き合う

医師／動物飼育係／花屋さん／宇宙飛行士／
気象予報士
３章

こんな分野でも理科が活きている

いろいろな理科の知識を活かす

サイエンティスト／理学療法士／栄養士

各巻で紹介した仕事に就くに
はどうすればよいか︑フロー
チャートをまじえて解説︒

料理研究家／パタンナー／介護福祉士

60

取材で紹介した 種の仕事の他に︑
関連する 種の仕事をコンパクト
に紹介
︵ 教科全体・一部重複︶
︒

歌うことや音楽鑑賞はこんなにも奥深い

2

学校の勉強って、
学校の勉強
いったい何の役に立つの？

音楽の時間

家庭科で日常生活に役立つ知恵を学ぼう

２章

5

step

音楽はこんなところで活きている！
１章

12

こんな分野でも
美術が活きている

保健体育は社会のなかに浸透している！

別巻

step

美術はこんなところで活きている！

体のもつ力を 100 パーセント解き放とう！

２章

1

教科学習の副読本、総合的な学習の時間や、
進路指導の教材に最適です。

社会の第一線で働く 人︵ 教科で合計 人︶に取材︒
人生の先輩たちの仕事ぶりを追いかけ︑学校の勉強が
将来どう役に立つのか具体的に紹介します︒

保健体育の時間

別巻

そ れ ぞ れ の 教 科 の 特 色 と︑将
来へとつながる︿勉強﹀の魅力・
可能性について解説します︒

別巻

内容と特色

社会の時間
社会はこんなところで活きている！
１章

「公民」を活かす仕事

「公民」で現代社会の仕組みを知ろう！

保育士／警察官／シナリオライター
２章

「地理」を活かす仕事

「地理」で各地の特色をつかんでいこう！

パイロット／国家公務員／ツアーコンダクター
３章

「歴史」を活かす仕事

「歴史」で制度や考え方のルーツをさぐろう！

政治家／ファッションデザイナー／学芸員
４章

こんな分野でも「社会」が活きている

「社会」はこれからも変わりゆく

看護師／マンガ家／農業者

おもな収録職業（50 音順）
アクチュアリー ................................数学
アートディレクター ........................美術
アナウンサー ....................................国語
医師 .....................................................理科
イラストレーター ............... 国語／美術
インダストリアルデザイナー .......数学
インテリアコーディネーター .......数学
ウェブデザイナー ................. 技術・家庭
宇宙飛行士.........................................理科
栄養士 .................................................理科
F1 エンジニア ..................................理科
オーケストラ団員 ............................音楽
音楽療法士.........................................音楽
音響エンジニア ................................音楽
外交官 .................................................英語
介護福祉士.............................. 技術・家庭
会社員 ........................................ 保健体育
学芸員 .................................................社会
楽器職人.............................................音楽
カメラマン.........................................美術
看護師 .................................................社会
気象予報士.........................................理科
キャビンアテンダント....................英語
キュレーター ....................................美術
経営コンサルタント ........................数学
警察官 .................................................社会
刑事 ............................................ 保健体育
ケーキ屋さん ....................................数学
ゲームクリエータ ............................国語
研究開発者.........................................数学
原型師 .................................................美術
建築家 ..........................理科／技術・家庭
航空整備士.............................. 技術・家庭

工場職人.................................. 技術・家庭
国際ビジネスマン ............................英語
国家公務員.........................................社会
サイエンティスト ............................理科
裁判官 .................................................国語
作家 .....................................................国語
雑貨店オーナー ................................英語
司書 .....................................................国語
システムエンジニア ............. 技術・家庭
児童指導員.............................. 技術・家庭
シナリオライター ............................社会
ジャーナリスト ................................英語
獣医師 .................................................英語
小学校教師................................ 保健体育
商社マン.............................................英語
消防官 .................................................理科
食品開発者.............................. 技術・家庭
助産師 ........................................ 保健体育
シンガーソングライター................音楽
水泳選手.................................... 保健体育
数学者 .................................................数学
スクールカウンセラー....................国語
スポーツ記者 ........................... 保健体育
スポーツトレーナー ............... 保健体育
政治家 .................................................社会
声優 .....................................................国語
税理士 .................................................数学
船長 .....................................................英語
測量士 .................................................数学
大工 .....................................................数学
ダンサー.............................................音楽
中学校英語教師 ................................英語
ツアーコンダクター ........................社会
通訳（会議通訳者）..........................英語
電車の運転士 ....................................数学

［仕様］ A5判／上製カバー装
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各巻136〜160頁 本文14Q組・ルビ付き
［価格］ 各巻定価 3,024円

動物飼育係.........................................理科
鳶 ................................................ 保健体育
日本語教師.........................................英語
ネイリスト.........................................美術
農業者 .................................................社会
パイロット.........................................社会
パタンナー.............................. 技術・家庭
花火師 .................................................美術
花屋さん.............................................理科
販売員 .................................................国語
ピアニスト.........................................国語
美術家 .................................................美術
美容師・理容師 ................................理科
ファッションデザイナー................社会
舞台美術家.........................................美術
プロサッカー選手 ............................国語
プロダクトデザイナー....................美術
弁護士 .................................................数学
保育士 .................................................社会
ホテルマン.........................................国語
翻訳家（出版翻訳家）......................英語
マンガ家.............................................社会
ユニセフ職員 ........................... 保健体育
幼稚園教師.........................................音楽
ラジオディレクター ........................音楽
理学療法士（PT）.............................理科
料理研究家.............................. 技術・家庭
レコード会社営業マン....................音楽
レスキュー隊員 ....................... 保健体育
和太鼓奏者.........................................音楽

NDC370
小学校高学年〜中学生・先生向け

〒113 - 0033 東京都文京区本郷 1 - 28 - 36
TEL 03 - 3814 - 8515（営業） 03 - 3814 - 8732（編集）
FAX 03 - 3814 - 3264

（本体2,800円＋税8％）
ご注文は下の申込書にて最寄の書店へお申し込み下さい。
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冊

保健体育
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冊
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音楽
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ISBN978−4−8315−1205−5

冊
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美術
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冊
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冊
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冊
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