
稲城市人材バンク事業　活動分野・専門分野　分類表

部門 分野 種別 部門 分野 種別 部門 分野 種別 部門 分野 種別
1 社会科学 （１） 法律 （５） 商業 17 美術 （１） 絵画 ① 日本画 （２） 将棋

（２） 政治 （６） 運輸・交通 ② 水墨画 （３） その他 ① チェス
（３） 経済 （７） 通信事業 ③ 油絵 ② 凧揚げ
（４） 地方自治 （８） その他 ④ 水彩画 ③ 折り紙
（５） 国際 9 技術・工学 （１） 建築・建設 ⑤ 版画 ④ ベーゴマ
（６） 財政・財務 （２） 土木 ⑥ つまみ画 ⑤ けん玉
（７） 統計 （３） 建築設備 ⑦ ちぎり絵 ⑥ 昔話
（８） 情報化社会 （４） 機械 ⑧ 漫画 ⑦ 百人一首
（９） 高齢化問題 （５） 原子力 ⑨ イラスト ⑧ トランプ
（１０） 都市問題 （６） 電気 　 ⑩ その他 ⑨ 手品
（１１） 女性問題 （７） 電子 （２） 工芸 ① 藤工芸 ⑩ その他
（１２） 労働問題 （８） 海洋 ② 陶芸 27 球技 （１） バレーボール
（１３） 消費者活動 （９） 船舶 ③ 七宝 （２） バスケットボール
（１４） 育児 （１０） 化学工業 ④ レザークラフト （３） 卓球
（１５） 教育 （１１） その他 ⑤ 彫刻 （４） バトミントン
（１６） 地域活動 10 環境整備 （１） 土地問題 ⑥ 木目込 （５） 硬式野球
（１７） その他 （２） 住宅問題 ⑦ 人形づくり （６） 軟式野球

2 自然科学 （１） 数学 （３） 環境保護 ⑧ 凧づくり （７） ソフトボール
（２） 物理 （４） リサイクル ① 古紙 ⑨ その他 （８） サッカー
（３） 化学 ② その他 （３） 書道 ① 毛筆 （９） 硬式テニス
（４） 天文学･宇宙科学 （５） 公害 ② ペン習字 （１０） 軟式テニス
（５） 地球科学･地学 （６） 防災 ③ その他 （１１） ゲートボール
（６） 地質学 （７） 防災ボランティア （４） その他 ① デザイン （１２） その他
（７） 生物学 （８） その他 ② その他 28 武道等 （１） 相撲
（８） 植物学 11 生活 （１） ファッション 18 舞踊 （１） 日本舞踊 　 （２） 柔道
（９） 動物学 （２） 美容・理容 （２） 新舞踊 　 （３） 剣道
（１０） その他 （３） 出産・育児 （３） 民謡舞踊 （４） 空手道

3 地理 （１） 日本 （４） レジャー （４） 社交ダンス （５） 合気道
（２） 外国 （５） 自動車 （５） 民族舞踊 ① フォークダンス （６） 拳法 ① 少林寺拳法
（３） その他 （６） 旅行 　 ② その他 ② 太極拳

4 医学薬学・保健衛生 （１） 医学 （７） その他 （６） その他 ① バレエ ③ その他
（２） 薬学 12 語学 （１） 話し方 ② 神楽 （７） 弓道
（３） 医療全般 （２） 日本語 ③ その他 （８） アーチェリー
（４） 看護 （３） 英語 19 演劇 （１） 演劇 （９） ボクシング
（５） 健康・保健 （４） 諸外国語 ① 中国語 （２） 人形劇 (10) その他
（６） 栄養 ② フランス語 （３） 紙芝居 29 水泳 （１） 水泳一般
（７） 公衆衛生 ③ ドイツ語 （４） その他 （２） 古式泳法
（８） その他 ① 気功 ④ その他 20 映像 （１） 写真 （３） その他

② その他 13 コンピューター （１） ワープロ （２） 映画 30 ウィンタースポーツ （１） スケート
5 福祉 （１） 社会福祉 （２） パソコン （３） ビデオ （２） アイスホッケー

（２） 介護 （３） その他 21 作法 （１） 華道 （３） スキー
（３） 年金 14 経営 （１） 会計 ① 簿記 （２） 茶道 （４） スノーボード
（４） 生活保護 ② 珠算 （３） その他 （５） その他
（５） 保育 ③ その他 22 服飾 （１） 和裁 31 体操 （１） 健康体操 ① エアロビクス
（６） 福祉ボランティア ① 点訳 （２） 経営 （２） 洋裁 ② ジャズダンス

② 手話 （３） その他 （３） 着付け ③ シェイプアップ
③ 介護 15 文芸 （１） 詩歌 ① 詩 （４） その他 ④ その他
④ その他 ② 短歌 23 手芸 （１） 手芸 （２） ヨーガ

6 歴史・文化財 （１） 稲城市 ③ 俳句 （２） 刺繍 （３） リズム体操
（２） 日本  ④ その他 （３） パンフラワー （４） ウエートトレーニング
（３） 外国 （２） 文学 ① 日本 （４） アートフラワー （５） ボディビル
（４） 風俗習慣・民俗学  ② 外国 （５） 組紐 （６） 体操競技
（５） 文化財保護 （３） その他 ① 朗読 （６） 編み物 （７） その他
（６） その他 ② その他 （７） パッチワーク 32 その他のスポーツ （１） 陸上競技

7 心理学・哲学 （１） 心理学 16 音楽 （１） 器楽 ① ピアノ （８） アート盆栽 （２） 自転車
（２） 社会学 ② 尺八 （９） その他 （３） 登山
（３） 哲学 　 ③ 箏曲 24 料理 （１） 料理一般 （４） ハイキング
（４） 思想 ④ 三味線 （２） ﾊﾟン （５） キャンプ
（５） 宗教 ① 仏教 ⑤ 和太鼓 （３） 菓子 （６） ジョギング

② キリスト教 ⑥ 囃子 （４） その他 （７） 釣り
③ イスラム教 　 ⑦ その他 25 園芸 （１） 盆栽 （８） バード・ウォッチング
④ その他 （２） 民謡 （２） 園芸 （９） 射撃

（６） その他 （３） 合唱 （３） 造園 （１０） 水上スポーツ ① サーフィン
8 産業 （１） 農業 （４） その他 ① 詩吟 （４） その他 ① 野菜 ② ウィンドボード

（２） 林業 ② 声楽 ② 花 ③ ジェットスキー
（３） 水産業 ③ 歌謡曲・カラオケ ③ その他 ④ その他
（４） 工業 ④ その他 26 娯楽 （１） 囲碁 (11) その他


