
アートのおしごと資料リスト
タイトル 著者 職業 ページ数 出版者 出版年 資料番号
音楽家になるには 中野雄著 音楽家 ぺりかん社 2002 9110325090
音楽家をめざす人へ 青島広志著 音楽家 筑摩書房 2011 9110492348
調律師、至高の音をつくる 高木裕著 調律師 朝日新聞出版 2010 9110487769

音楽療法士 p.149
オーケストラスタッフ ｐ.157
ピアノ修復師 p.165
音楽教科書編集者 p.173
レコーディング・ディレクター p.181
生涯学習音楽指導員 p.189

オペラと音響デザイナー
増補版

小野隆浩著 音響デザイナー 新評論 2010 9110473020

まもなく開演 三好直樹著 音響家 新評論 2003 9110370130
ステージマネージャー p.10
楽器の運送 p.27
オーケストラ同行の医師 p.93
写譜 p.117
調律師 p.167
チラシ配布 p.229

音楽の生まれるとき 井阪紘著，西村朗著 音楽プロデューサー 春秋社 2010 9110494683
巨匠（マエストロ）たちの
録音現場

井阪紘著 音楽プロデューサー 春秋社 2009 9110471221

舞台スタッフ p.54
レセプショニスト p.111
ホール支配人 p.143

舞台裏からみたクラシック 相澤昭八郎著 プロデューサー・評論家 朔北社 2006 9110451022
イベンター p.10
ブッキングエージェンシー p.98
舞台製作会社 p.102
音響・PA p.108
照明 p.119
舞台美術 p.131
警備 p.140
ローディー p.143
トランスポート p.146
コンサートプロデューサー p.19
プロモーター p.55
PAスタッフ p.95

音楽を仕事にして 中藤泰雄著 音楽マネジメント ぴあ 2008 9110429406

クラシック音楽マネジメント
武濤京子監修，木杳舎構成・執
筆

音楽マネジメント
ヤマハミュージッ
クメディア

2011 9110488579

オペラ歌手
衣裳 p.102
照明 p.104
副指揮者・プロンプター p.107
コンサートマスター p.110
コレペティートル p.113
舞台監督 p.114
演出助手 p.119
字幕オペレーター p.121

音楽療法士のしごと 生野里花著 音楽療法士 春秋社 1998 9110268824
笛製作 p.23
太鼓製作 p.67
三味線製作 p.113
筝製作 p.159
尺八製作 p.203
パイプオルガン製作 p.5
チェンバロ製作 p.95
ヴィオラ・ダ・ガンバ p.179

オーケストラの楽器たち 石本祐吉著 楽器製作
アグネ技術セン
ター

2000 9110309927

美術家になるには 村田真著 美術家 ぺりかん社 2002 9110325850
学芸員になるには 深川雅文著 学芸員 ぺりかん社 2002 9110324511
学芸員の仕事 神奈川県博物館協会編 学芸員 岩田書院 2005 9110440940
美の裏方・学芸員からの
メッセージ

朝日新聞マリオン編集部編 学芸員 ぺりかん社 1993 9110168444

額縁制作 p.103
キャンバス製造 p.133
絵具メーカー p.154
筆職人 p.172
紙製造 p.176
画枠製造 p.183
画材専門店 p.184

古今東西陶磁器の修理
うけおいます

甲斐美都里文，金子しずか絵 陶磁器の修理・修復 中央公論新社 2002 9110325911

古書修復の愉しみ
アニー・トレメル・ウィルコックス
［著］，市川恵里訳

書籍修復 白水社 2004 9110368679

アートで生きる 杉田敦編 アーティスト 美術出版社 2010 9110485218
江戸の絵師「暮らしと稼ぎ」 安村敏信著 （江戸時代の）絵師 小学館 2008 9110427143
修復家だけが知る名画の真 吉村絵美留著 絵画修復家 青春出版社 2004 9110364150
ミュージアムの仕事 太陽レクチャー・ブック編集部編 学芸員 平凡社 2008 9110424277
展覧会をつくる 足澤るり子著 海外展コーディネーター 柏書房 2010 9110487437
プロ美術家になる！ 佐々木豊著 美術家 芸術新聞社 2008 9110473754
壊れても仏像 飯泉太子宗著 文化財修復 白水社 2009 9110479794
女表具師技術泥棒攻防記 尾形璋子著 表具師 朱鳥社 2002 9110324075
修復からのメッセージ 森直義著 修復家 ポーラ文化研究 2003 9110370087
正倉院あぜくら通信 杉本一樹著 正倉院事務所 淡交社 2011 9110492230

9110366683

ヤマハミュージッ
クメディア

2004 9110365621

2004

生活の友社 2011 9110489834

9110224104

ほるぷ出版 2009 9110477575

旬報社 2007 9110463300

1995

9110426360

文芸春秋 2002 9110325401

毎日ワンズ 2010 9110485129

2008スタイルノート

中央経済社

ヤマハミュージッ
クメディア

よくわかる今の絵画材料 青木芳昭著

邦楽器づくりの匠たち 奈良部和美聞き手

楽器づくりの匠たち 「楽器の匠」編集委員会著

コンサートスタッフ入門 相徳昌利著

コンサートにかかわる仕事

宮本益光とオペラへ行こう 宮本益光著

音楽とキャリア 久保田慶一著

オーケストラの職人たち 岩城宏之著

コンサートホールへようこそ 臼澤裕二著



タイトル 著者 職業 ページ数 出版者 出版年 資料番号
宮大工 p.10
定期観光バスガイド p.14
美術品輸送 p.18
展覧会保険 p.22
建造物模型づくり p.26
本瓦葺き職人 p.30
テレビ番組プロデューサー p.34
仏像彩色師 p.38
発掘指導員 p.42
表具師 p.46、p.98
重機操縦 p.50
博物館プロデューサー p.54
写真家 p.58
土器修復 p.62
京仏師 p.66
測量システム開発 p.70
漆工芸品修理 p.74
ミュージアム・ティーチャー p.78
文化財保安官 p.82
桐箱制作 p.86
仏像修復 p.90
庭師 p.94
文化財ドクター p.102
和釘作り p.106
手漉き和紙 p.110
CG復元 p.114
阿波藍づくり p.118
写真の保存・修復 p.122
鬼師 p.126
年輪年代測定 p.130
刃物研ぎ p.134
錺金具師 p.138
レプリカ作り p.142
奈良の土産物店 p.146
能楽小鼓制作 p.150
畳職人 P154
染織品保存 p.158,p.186
和菓子研究者 P.162
免震台座の開発 P.166
古代組紐の復元 p.170
美術館学芸員 p.174
姫路城の語り部 p.178
文化財防犯 p.182
雅楽管楽器制作 p.190
金属製遺物の保存修理 p.194
日本語ガイド p.198
唐紙師 p.202
土産物の仏像鋳造 p.206
研炭製造 p.210
甲冑修理 p.214
邦楽器原糸製造 p.218
鍛冶屋 p.222
会津桐栽培 p.226
古文書修復 p.230
米軍基地内の遺跡調査 p.234
からむし生産 p.238
組踊道具制作 p.242
寺宝のデータベース化 p.246

東京職人 Ｂｅｒｅｔｔａ　Ｐ－０５著 伝統工芸職人 雷鳥社 2005 9110440360
京都、唐紙屋長右衛門の
手仕事

千田堅吉著 唐紙職人
日本放送出版協
会

2005 9110444411

美術館商売 安村敏信著 学芸員 勉誠出版 2004 9110366271

キュレーターになる！
住友文彦編，保坂健二朗編，編
集部編

キュレーター フィルムアート社 2009 9110478616

現代美術キュレーターという
仕事

難波祐子著 キュレーター 青弓社 2012 9110519488

アーティスト症候群 大野左紀子著 元アーティスト 明治書院 2008 9110426155
画商の「眼」力 長谷川徳七著 画商 講談社 2009 9110476424
芸術家になる法 池田満寿夫著，金田石城著 版画家・書家 現代書林 1997 9110236277

ＦＢＩ美術捜査官
ロバート・Ｋ．ウィットマン著，ジョ
ン・シフマン著，土屋晃訳，匝瑳
玲子訳

FBI捜査官 柏書房 2011 9110491903

サザビーズ 石坂泰章著 アートビジネス 講談社 2009 9110471722

現代アートビジネス 小山登美夫著 ギャラリスト
アスキー・メディア
ワークス

2008 9110425541

バレエダンサーをめざす人へ 中川三千代著 バレエダンサー
健康ジャーナル
社

2008 9110476451

劇団員 p.15
文芸スタッフ p.65
劇団美術スタッフ p.101

俳優になる。 俳優
演劇ぶっく社・書
籍出版局

2002 9110326024

芝居ビジネス 飯田亜弓著 舞台の企画制作 はまの出版 2001 9110316770
映画監督になるには 波多野哲朗編著 映画監督 ぺりかん社 1993 9110428893
俳優になるには 村田真著 俳優 ぺりかん社 2001 9110317203
ダンサーになるには 山中伊知郎著 ダンサー ぺりかん社 2002 9110428820
建築家になるには 菊岡倶也編著 建築家 ぺりかん社 2005 9110440628

劇団にかかわる仕事 ほるぷ出版 2010 9110485110

朝日新聞社 1998 9110277707お仕事は文化財
釘田寿一著，週刊朝日百科「日
本の国宝」編集部編



タイトル 著者 職業 ページ数 出版者 出版年 資料番号
プロデューサー p.10
劇作家・脚本家 p.24
演出家 p.35
舞台監督 p.43
照明プランナー（デザイナー） p.46
音楽家・音楽監督 p.53
舞台効果・音響効果 p.62
振り付け師 p.66
舞台美術家 p.77
映像特殊効果 p.92
舞台衣裳デザイナー p.95
舞台化粧（メイクアップ） p.99
舞台機構設備と操作 p.108
大道具・小道具 p.113
照明機器（オペレーター） p.126
音響機器・効果（オペレーター） p.135
衣裳・衣裳着付け p.142
床山・メイクアップ p.147
文化ホール管理・運営 p.172

なりたいのは建築家
ローランド・ハーゲンバーグ写
真・インタビュー

建築家 柏書房 2011 9110491215

職業は建築家
ローランド・ハーゲンバーグ写
真・インタヴュー，Ｔａｄａｏ　Ａｎｄ
ｏ［ほか述］

建築家 柏書房 2004 9110433481

ＡＲＴＩＳＡＮ 浅見文夫［著］ 伝統工芸の職人 遊行社 2006 9110452905
ダンサー p.11
文化施設のアーツマネージャー p.71
陶芸家 p.119

映像クリエイターの仕事 映像塾プロジェクト編
映画監督、撮影、照明、脚本、プ
ロデューサー

シネマハウス 1995 9110183629

シナリオライター p.9
監督 p.74
プロデューサー p.98
演出 p.111
美術デザイナー p.118
エディター p.125
スクリプター p.132
CMプロデューサー p.143
作家 p.149
風俗ライター p.179
俳優 p.186
映画評論家 p.198

これが指揮者だ 斎藤純一郎著 指揮者 音楽之友社 1996 9110233810
オーケストラに生きる 日本音楽家ユニオン編 オーケストラ団員 大月書店 1987 9110009930
モネ、ゴッホ、ピカソも治療し
た絵のお医者さん

岩井希久子著 修復家 美術出版社 2013 9110528870

にせもの美術史 トマス・ホーヴィング著，雨沢泰 鑑定家 朝日新聞社 1999 9110282402
伝統芸能家になるには 佐貫百合人著 伝統芸能家 ぺりかん社 2000 9110428866

シネマハウス 1996 9110228622

ぺりかん社 1997 9110236357

雄山社 2012 9110521833アートビジネス
小林進編著，斉藤瑠理［ほか］
著

映像クリエイターの仕事Part2 映像塾プロジェクト編

舞台芸術専門家という仕事 大山礼二編著


