学情センター２Ｆ企画展示

就活

展示期間：2011.10.11～10.29

【就活スキル】
書名

巻号次 配置場所

大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法 / 松本茂, 河野哲也著. -- 玉川大学出
版部, 2007.3.
ITエンジニアのためのチームリーダーシップ実践講座 : チームを活性化するリーダーのスキル /
上村有子著. -- ソフトバンククリエイティブ, 2006.10.

請求記号

3F開架新体系

002.7//MA81//1821

3F開架新体系

007.35//U42//7552

3F開架新体系

070.4//I33//8770

4F新書版

159//MO16//7745

3F開架新体系

159.4//MA84//4357

自分 : わたしを拓く / 水原克敏編. -- 東北大学出版会, 2003.2.

3F開架新体系

159.7//MI94//5635

日本経済新聞の読み方 / 日本経済新聞出版社編. -- 日本経済新聞出版社, 2008.4.

4F開架新体系

330//N71//6994

4F文庫版

330//N85//9783

4F新書版

330//SA85//3287

4F開架新体系

330.4//H95//1609

英語で仕事をする人の思考力と対人力 / 船川淳志著. -- 日本経済新聞社, 2005.9.

4F開架新体系

336//F89//2324

実践新卒採用の活動マニュアル : 募集から内定者フォローまでの解説・事例・Q&A / 労務行政研
究所編集. -- 労務行政, 2007.6. -- (労政時報 ; 別冊).

7F新体系

336.42//R66//4659

新卒採用の進め方 / 栩木誠, 佐々木栄著. -- 日本経済新聞社, 1998.9. -- (日経文庫 ; 771).

4F新書版

336.42//TO15//7431

4F新書版

336.42//TS41//0423

4F開架新体系

336.47//P56//8021

4F新書版

336.49//F56//6172

4F開架新体系

336.49//G17//4603

4F開架新体系

336.49//I96//6505

4F開架新体系

336.49//I96//8754

4F開架新体系

336.49//MI76//4834

4F開架新体系

336.49//N13//8933

4F開架新体系

336.49//O97//5768

4F開架新体系

336.83//H36//3167

財務諸表を読む技術わかる技術 / 小宮一慶著. -- 朝日新聞出版, 2010.9. -- (朝日新書 ; 254).

4F新書版

336.83//KO65//7854

財務3表一体理解法 : 決算書がスラスラわかる / 國貞克則著. -- 朝日新聞社, 2007.5. -- (朝日
新書 ; 044).

4F新書版

336.83//KU45//3459

決算書はここだけ読め! / 前川修満著. -- 講談社, 2010.1. -- (講談社現代新書 ; 2036).

4F新書版

336.83//MA27//7179

「経営分析」の基本が身につく本 : ポイント一夜漬| / 大山泰著. -- かんき出版, 1993.4. -- (基本
&実践BOOK).

4F開架新体系

336.83//O95//5920

Q&A : 財務諸表100の常識 / 日本経済新聞社編. -- 日本経済新聞社, 1992.11.

4F開架新体系

336.92//N71//6090

あなたの表現はなぜ伝わらないのか : 論理と作法 / 古郡廷治著. -- 中央公論新社, 2011.2. -(中公新書 ; 2098).

4F新書版

361.454//F92//9798

わかりやすく「伝える」技術 / 池上彰著. -- 講談社, 2009.7. -- (講談社現代新書 ; 2003).

4F新書版

361.454//I33//1668

1分で大切なことを伝える技術 / 齋藤孝著. -- PHP研究所, 2009.1. -- (PHP新書 ; 573).

4F新書版

361.454//SA25//4182

就職試験の英語面接 : CD付 / ジャック・バルカー著. -- 成美堂出版, [2005.6].

4F開架新体系

366.29//B21//3646

4F開架新体系

377.9//H38//8929

4F開架新体系

377.9//MI83//9469

池上彰の新聞活用術 / 池上彰著. -- ダイヤモンド社, 2010.9.
プロフェッショナルたちの脳活用法 / 茂木健一郎, NHK「プロフェッショナル」制作班編著. -- 日本
放送出版協会, 2009.4. -- (生活人新書 ; 286).
大学生のための「社会常識」講座 : 社会人基礎力を身に付ける方法 / 松野弘編著. -- ミネルヴァ
書房, 2011.7.

経済ニュースがスッキリわかる本 / 西野武彦著. -- 日本経済新聞社, 2005.4. -- (日経ビジネス人
文庫 ; 284 . 新入社員必読!).
日経新聞を「早読み」する技術 / 佐藤治彦著. -- PHP研究所, 2011.7. -- (PHPビジネス新書 ;
181).
経済のニュースがよくわかる本 : カリスマ受験講師細野真宏の / 細野真宏著. -- 日本経済編. -最新版. -- 小学館, 2003.2.

採用力のある面接 : ダメな面接官は学生を逃がす / 辻太一朗著. -- 日本放送出版協会, 2007.2.
-- (生活人新書 ; 212).
会社生活の基礎知識 : 職場の人間関係とマナ-常識 / PHP研究所編. -- PHP研究所, 1993.3. - (新入社員のパスポ-ト ; 1).
自分「プレゼン」術 / 藤原和博著. -- 筑摩書房, 2000.9. -- (ちくま新書 ; 264).
スティーブ・ジョブズ驚異のプレゼン : 人々を惹きつける18の法則 / カーマイン・ガロ著 ; 井口耕
二訳. -- 日経BP社.
グループミーティングの戦略 / 岩下貢著. -- 慶應義塾大学出版会, 2003.5. -- (ストラテジック・コ
ミュニケーション / 岩下貢著 ; 3).
ディベート戦略 / 岩下貢著. -- 慶応義塾大学出版会, 2004.8. -- (ストラテジック・コミュニケーショ
ン / 岩下貢著 ; 6).
実践プレゼンテーション入門 / 三宅隆之著. -- 慶応義塾大学出版会, 2006.8.
未来をひらくビジネスマナー : 就職活動・社会人デビューを控えたみなさんに / 長江由美子著. - 大学教育出版, 2010.9.
プロフェッショナルプレゼン。 : 相手の納得をつくるプレゼンテーションの戦い方。 / 小沢正光著. - インプレスジャパン.
なぜアップルの時価総額はソニーの8倍になったのか? : 『会社四季報』で読み解くビジネス数字の
秘密 / 長谷川正人著. -- 東洋経済新報社, 2011.3.

大学生のためのソーシャルスキル / 橋本剛著. -- サイエンス社, 2008.1. -- (ライブラリソーシャル
スキルを身につける ; 5).
大学生の自己分析 : いまだ見えぬアイデンティティに突然気づくために / 宮下一博, 杉村和美著.
-- ナカニシヤ出版, 2008.4.

日本経済編

書名

巻号次 配置場所

請求記号

就職の基本がわかる。. -- 朝日新聞社, 2004.10. -- (AERA MOOK ; 101).

4F開架新体系

377.9//SH99//9489

いかにして問題をとくか / G.ポリア著 ; 柿内賢信訳. -- 追補第8版. -- 丸善, 1964.5.

B2中央旧

410.7//P2//2A

仕事で使える!Twitter超入門 / 小川浩著. -- 青春出版社, 2009.10. -- (青春新書 ; PI-250).

4F新書版

547.4833//O24//3617

4F新書版

809.2//I33//6920

3F開架新体系

809.2//KO39//2197

声と話し方のトレーニング / 村上由美著. -- 平凡社, 2009.2. -- (平凡社新書 ; 454).

4F新書版

809.2//MU43//5377

話し方コミュニケ-ション / 竹山昭子著. -- 四版. -- 白桃書房, 1990.4.

3F開架新体系

809.2//TA68//1220

4F新書版

809.2//Y31//9746

4F新書版

809.2//Y34//2641

4F新書版

809.2//Y86//6967

3F開架新体系

809.6//C94//0540

4F新書版

809.6//F85//4500

ディベート論争の技術 : 事例研究 / 北岡俊明著. -- 明日香出版社, 1992.12.

3F開架新体系

809.6//KI72//9067

ディベートには守・破・離がある : 闘論の達人になる法 / 松本道弘著. -- 経済界, 1994.5.

3F開架新体系

809.6//MA81//6337

3F開架新体系

809.6//MA81//7785

3F開架新体系

809.6//MA81//9068

3F開架新体系

810.7//H42//7358

3F開架新体系

815.8//KA11//1689

3F開架新体系

815.8//MO73//7119

相手に「伝わる」話し方 : ぼくはこんなことを考えながら話してきた / 池上彰著. -- 講談社, 2002.8.
-- (講談社現代新書 ; 1620).
コミュニケーション力 : 豊かに生きるための知的技法 / 児島建次郎編著 ; 山田匡一, 寺西裕一,
都築由美共著. -- ミネルヴァ書房, 2008.3.

論理的に話す技術 : 相手にわかりやすく説明する極意 / 山本昭生著. -- ソフトバンククリエイティ
ブ, 2010.3. -- (サイエンス・アイ新書 ; SIS-155).
伝える技術50のヒント / 山中秀樹著. -- ソフトバンククリエイティブ, 2009.8. -- (ソフトバンク新書 ;
110).
「分かりやすい話し方」の技術 : 言いたいことを相手に確実に伝える15の方法 / 吉田たかよし著. - 講談社, 2005.5. -- (ブルーバックス ; B-1478).
大学で学ぶ議論の技法 / T・W・クルーシアス, C・E・チャンネル著 ; 杉野俊子, 中西千春, 河野哲
也訳. -- 慶應義塾大学出版会, 2004.9.
論理的に説明する技術 : 説得力をアップする効果的なトレーニング法とは / 福澤一吉著. -- ソフ
トバンククリエイティブ, 2010.7. -- (サイエンス・アイ新書 ; SIS-171).

やさしいディベート入門 : 論争・会議・商談の武器 : 人生に勝つための知的技術 / 松本道弘著. - 中経出版, 1990.7.
ディベートの原理・原則 : 知的な議論(けんか)に負けない / 松本道弘著. -- 総合法令, 1992.12.
-- (原理・原則シリーズ).
自己表現の技法 : 文章表現・コミュニケーション・プレゼンテーション / 畑山浩昭 [ほか] 著. -- 実
教出版, 2004.1. -- (専門基礎ライブラリー).
敬語表現ハンドブック / 蒲谷宏, 金東奎, 高木美嘉著. -- 大修館書店, 2009.4.
コミュニケーション力をみがく : 日本語表現の戦略 / 森山卓郎著. -- 日本放送出版協会,
2003.12. -- (NHKブックス ; 986).
大学生のための日本語表現トレーニング / 橋本修, 安部朋世, 福嶋健伸編著. -- スキルアップ
編, 実践編. -- 三省堂, 2008.9-2009.9.
大学生のための日本語表現トレーニング / 橋本修, 安部朋世, 福嶋健伸編著. -- スキルアップ
編, 実践編. -- 三省堂, 2008.9-2009.9.
大学生のための文章表現入門 : 正しく構成し、明快に伝える手順と技術 / 速水博司著. -- [正
編], 演習編. -- 蒼丘書林, 2002.12-.
大学生のための文章表現入門 : 正しく構成し、明快に伝える手順と技術 / 速水博司著. -- [正
編], 演習編. -- 蒼丘書林, 2002.12-.
うまい|といわれる短い文章のコツ : レポート・投稿・作文 / 石川真澄[著]. -- ベストセラーズ,
1986.7. -- (ワニ文庫).
大学生からの文章表現 : 無難で退屈な日本語から卒業する / 黒田龍之助著. -- 筑摩書房,
2011.2. -- (ちくま新書 ; 889).

実践編 3F開架新体系 816//H38//2527
スキルアップ編

3F開架新体系

816//H38//9928

[正編] 3F開架新体系 816//H47//7557
演習編 3F開架新体系 816//H47//7558

4F文庫版

816//I76//4782

4F新書版

816//KU72//9756

自己プレゼンの文章術 / 森村稔著. -- 筑摩書房, 2007.2. -- (ちくま新書 ; 644).

4F新書版

816//MO56//0430

ほんとうは大学生のために書いた日本語表現練習帳 / 中山秀樹著. -- すばる舎リンケージ.

3F開架新体系

816//N45//7348

誰も教えてくれない人を動かす文章術 / 齋藤孝著. -- 講談社, 2010.12. -- (講談社現代新書 ;
2083).

4F新書版

816//SA25//8303

伝わる・揺さぶる!文章を書く / 山田ズーニー著. -- PHP研究所, 2001.11. -- (PHP新書 ; 180).

4F新書版

816//Y19//9320

大学生のための論理的に書き、プレゼンする技術 / 菊田千春, 北林利治著. -- 東洋経済新報社,
2006.3.

3F開架新体系

816.5//KI29//3653

就活生のための作文・プレゼン術 / 小笠原喜康著. -- 筑摩書房, 2010.11. -- (ちくま新書 ; 872).

4F新書版

816.5//O22//7664

論理的な作文・小論文を書く方法 : ナルホドと読み手を納得させる / 小野田博一著. -- 日本実業
出版社, 2001.1.

3F開架新体系

816.5//O67//2023

3F開架新体系

159.4//KU83//1901

4F新書版

335.04//KA84//8950

【「働く」ということ】
東大で教えた社会人学 / 草間俊介, 畑村洋太郎著. -- 人生の設計篇. -- 文藝春秋, 2005.1.
人を動かすリーダーの言葉 : 113人の経営者はこう考えた / 片山修編著. -- PHP研究所, 2007.1.
-- (PHP新書 ; 437).

人生の設計篇

書名

巻号次 配置場所

請求記号

成長と革新の企業経営 : 社長が語る学生へのメッセージ / 和田成史, 井田純一郎, 加藤雄一著 ;
立教大学経済学部産学連携教育推進委員会, 立教経済人クラブ産学連携委員会編. -- 日本経
営史研究所.

7F新体系

335.13//W12//4109

働くということ : 社長さんの大学講義 / 吉村文成編 ; 西沢恵利 [ほか著]. -- 文理閣, 2006.4.

4F開架新体系

335.13//Y91//9557

会社とは何か / 日本経済新聞社編. -- 日本経済新聞社, 2006.10.

4F開架新体系

335.4//N71//3963

4F新書版

336.4//J56//5328

4F新書版

336.42//H56//4173

希望学 / 玄田有史編著. -- 中央公論新社, 2006.4. -- (中公新書ラクレ ; 211).

4F新書版

361//G34//9606

働くを学ぼう : 仕事と社会を考える / 同志社大学社会学部産業関係学科編. -- 同志社大学.

4F開架新体系

366//D88//1401

就活のまえに : 良い仕事、良い職場とは? / 中沢孝夫著. -- 筑摩書房, 2010.1. -- (ちくまプリ
マー新書 ; 126).

4F新書版

366//N46//6654

若者が働くとき : 「使い捨てられ」も「燃えつき」もせず / 熊沢誠著. -- ミネルヴァ書房, 2006.2.

4F開架新体系

366.021//KU36//6662

大学教育効果の実証分析 : ある国立大学卒業生たちのその後 / 松繁寿和編著. -- 日本評論社,
2004.2.

4F開架新体系

366.021//MA87//1970

講義仕事と人生 / 井上雅雄, 立教大学キャリアセンター編. -- 新曜社, 2008.5.

4F開架新体系

366.04//I57//4782

しごとの仕方の新時代 : 格差をこえる男と女 / 伊藤朋子 [ほか] 編著. -- 北樹出版, 2010.10.

4F開架新体系

366.04//I89//6647

働くことがイヤな人のための本 : 仕事とは何だろうか / 中島義道著. -- 日本経済新聞社, 2001.2.

7F新体系

366.04//N34//8631

働くということ / 日本経済新聞社編. -- 日本経済新聞社, 2004.9.

4F開架新体系

366.04//N71//0591

だれのための仕事 : 労働VS余暇を超えて / 鷲田清一著. -- 岩波書店, 1996.3. -- (21世紀問題
群ブックス ; 9).

4F開架新体系

366.04//W42//1044

労働法はぼくらの味方! / 笹山尚人著. -- 岩波書店, 2009.2. -- (岩波ジュニア新書 ; 615).

4F新書版

366.14//SA79//7085

ルポ"正社員"の若者たち : 就職氷河期世代を追う / 小林美希著. -- 岩波書店, 2008.6.

4F開架新体系

366.21//KO12//8171

仕事力 / 大前研一[ほか著] ; 朝日新聞社広告局編著. -- 朝日新聞社, 2005.6.

4F開架新体系

366.29//A82//4665

職業と仕事…働くって何? / 大庭健編著. -- 専修大学出版局, 2008.3.

4F開架新体系

366.29//O11//3506

スローキャリア : 上昇志向が強くない人のための生き方論 / 高橋俊介著. -- PHP研究所, 2004.8.

4F開架新体系

366.29//TA33//1892

4F開架新体系

366.3//MO62//0888

4F開架新体系

366.38//KU51//2778

4F新書版

366.7//KO62//4205

4F開架新体系

366.8//SH81//5143

4F開架新体系

367.68//I94//0168

4F開架新体系

367.68//KO92//7370

4F開架新体系

371.47//KA98//0983

若者はなぜ3年で辞めるのか? : 年功序列が奪う日本の未来 / 城繁幸著. -- 光文社, 2006.9. -(光文社新書 ; 270).
新入社員はなぜ「期待はずれ」なのか : 失敗しないための採用・面接・育成 / 樋口弘和著. -- 光
文社, 2009.1. -- (光文社新書 ; 385).

就活とブラック企業 : 現代の若者の働きかた事情 / 森岡孝二編. -- 岩波書店, 2011.3. -- (岩波
ブックレット ; No.805).
働くこととジェンダー / 倉地克直編 : 沢山美果子編. -- 世界思想社, 2008.4. -- (Sekaishiso
seminar).
働き方革命 : あなたが今日から日本を変える方法 / 駒崎弘樹著. -- 筑摩書房, 2009.5. -- (ちく
ま新書 ; 784).
フリーターの心理学 : 大卒者のキャリア自立 / 白井利明 [ほか] 著. -- 世界思想社, 2009.9. -(Sekaishiso seminar).
若者の働く意識はなぜ変わったのか : 企業戦士からニートへ / 岩間夏樹著. -- ミネルヴァ書房,
2010.4.
労働 / 本田由紀 [ほか執筆]. -- 日本図書センター, 2010.10. -- (若者の現在 / 小谷敏 [ほか]
編).
就職がこわい / 香山リカ著. -- 講談社, 2004.2.
なぜ「大学は出ておきなさい」と言われるのか : キャリアにつながる学び方 / 浦坂純子著. -- 筑摩
書房, 2009.1. -- (ちくまプリマー新書 ; 099).
学生のためのキャリア形成と就職成功へのステップ : キャリア時代をリードする / 鮎川二郎, 加賀
博執筆. -- 実教出版, 2006.11.
さて、メシをどう食うか : 「池野ゼミ」卒業生の現在 / 池野高理著. -- 技術と人間, 2000.1. -- (大
阪経済大学研究叢書 ; 第37冊).

4F新書版

377//U84//4185

4F開架新体系

377.9//A98//7006

4F開架新体系

377.9//I34//8370

大卒就職の社会学 : データからみる変化 = The sociology of transition from university to work :
empirical studies of the changing mechanisms in contemporary Japan / 苅谷剛彦, 本田由紀編. - 東京大学出版会, 2010.3.

4F開架新体系

377.9//KA67//9707

インターンシップ : キャリア教育としての就業体験 / 古閑博美編著. -- 学文社, 2011.4.

4F開架新体系

377.9//KO24//2516

就職迷子の若者たち / 小島貴子著. -- 集英社, 2006.9. -- (集英社新書 ; 0359E).

4F新書版

377.9//KO39//5326

若者はなぜ「就職」できなくなったのか? : 生き抜くために知っておくべきこと / 児美川孝一郎著. - 日本図書センター, 2011.2. -- (どう考える?ニッポンの教育問題).

4F開架新体系

377.9//KO64//3566

書名
大学生の就職とキャリア : 「普通」の就活・個別の支援 / 小杉礼子編. -- 勁草書房, 2007.10.

巻号次 配置場所

請求記号

4F開架新体系

377.9//KO89//7835

4F開架新体系

377.9//KU95//9440

4F開架新体系

377.9//N16//6483

4F開架新体系

377.9//N57//2981

7F新体系

377.9//O54//0832

若者漂流 : 君たちの声が聞きたい / 大村昌弘著. -- 紀伊国屋書店, 2007.11.

4F開架新体系

377.9//O64//9461

自己発見とあなたの挑戦 : 大学生活をリッチにする入門講座 / 小野良太著. -- 大学教育出版,
2006.5.

4F開架新体系

377.9//O67//8748

女子大学生の就職意識と行動 / 李尚波著. -- 御茶の水書房, 2006.6.

4F開架新体系

377.9//R32//2065

就活エリートの迷走 / 豊田義博著. -- 筑摩書房, 2010.12. -- (ちくま新書 ; 880).

4F新書版

377.9//TO83//8308

就職活動をはじめる前に読む本 : 人生を創造するために / 浦上昌則, 三宅章介, 横山明子著. -北大路書房, 2004.4.

4F開架新体系

377.9//U82//5444

学生のためのキャリアデザイン入門 / 渡辺峻, 伊藤健市編著. -- 中央経済社, 2010.9.

4F開架新体系

377.9//W46//9248

実況中継大学生のためのキャリア講義 : 就活本を読む前に / 山本直人著. -- インデックス・コミュ
ニケーションズ, 2007.9.

4F開架新体系

377.9//Y31//2484

こんな働き方があったのか! / 就職情報研究所編. -- NTT出版, 2006.6.

4F開架新体系

673.93//SH99//7358

研究者という職業 / 林周二著. -- 東京図書, 2004.9.

3F開架新体系

002//H48//0296

図書館員への招待 / 塩見昇編著. -- 三訂版. -- 教育史料出版会, 2004.6.

3F開架新体系

013.1//SH74//2023

「ことば」の仕事 / 仲俣暁生著 ; 大野純一写真. -- 原書房, 2006.5.

3F開架新体系

021.3//N35//5208

編集者の仕事 : 本の魂は細部に宿る / 柴田光滋著. -- 新潮社, 2010.6. -- (新潮新書 ; 371).

4F新書版

021.4//SH18//9803

本は物 (モノ) である : 装丁という仕事 / 桂川潤著. -- 新曜社, 2010.10.

3F開架新体系

022.57//KA88//8663

学芸員の仕事 / 神奈川県博物館協会編. -- 岩田書院, 2005.4.

3F開架新体系

069.3//KA43//2961

ジャーナリストという仕事 / 読売新聞東京本社教育支援部編. -- 中央公論新社, 2008.3.

3F開架新体系

070.16//Y81//9458

大学生諸君! : 今求められる問題解決力 / 早川修著. -- 流通経済大学出版会, 2007.4.

3F開架新体系

141.5//H46//1890

心理援助の専門職として働くために : 臨床心理士・カウンセラー・PSWの実践テキスト / マリアン・
コーリィ, ジェラルド・コーリィ著 ; 下山晴彦監訳 ; 堀越勝 [ほか] 訳. -- 金剛出版, 2004.9. -- (臨
床心理学レクチャー).

3F開架新体系

146.89//C88//0418

4F新書版

314.18//H48//0819

4F新書版

314.18//I78//3010

4F開架新体系

318.3//I54//5667

外交官の仕事 / 河東哲夫著. -- 草思社, 2005.11.

4F開架新体系

319.1//KA98//3206

裁判官の仕事がわかる本 / 受験新報編集部編. -- 改訂版. -- 法学書院, 2003.7.

4F開架新体系

327.124//J92//3208

検察官の仕事がわかる本 / 受験新報編集部編. -- 改訂版. -- 法学書院, 2003.7.

4F開架新体系

327.13//J92//3207

弁護士の仕事がわかる本 / 受験新報編集部編. -- 改訂版. -- 法学書院, 2003.7.

4F開架新体系

327.14//J92//3206

法務通訳翻訳という仕事 / 津田守編. -- 大阪大学出版会, 2008.12.

4F開架新体系

327.6//TS34//4421

国際公務員入門 : 先輩たちからのメッセージ / 吉田康彦編著. -- 東洋経済新報社, 1995.2.

4F開架新体系

329.3//Y86//0084

国連職員への道 : 現職スタッフによる応募から採用までのアドバイス : 国連競争試験/外務省アソ
シエート・エキスパート選考試験 / 国連日本人職員有志の会[ほか]編 ; 外務省外務報道官監修.
-- 増補版. -- 世界の動き社.

4F開架新体系

329.33//KO49//5126

フツーな大学生のアナタへ : 大学生活を100倍エキサイティングにした12人のメッセージ / 桑島紳
二, 花岡正樹著. -- くろしお出版, 2008.4.
大学生の就職と採用 : 学生1,143名、企業658社、若手社員211名、244大学の実証分析 / 永野仁
編著. -- 中央経済社, 2004.1.
理工系学生のためのキャリアガイド : 職業選びに失敗しないために / 米国科学アカデミーほか編 ;
小川正賢訳. -- 化学同人, 2002.3.
18歳からのキャリアプランニング : これからの人生をどう企画するのか / 大久保功, 石田坦, 西田
治子著. -- 北大路書房, 2007.8.

【いろいろな仕事】

国会議員の仕事 : 職業としての政治 / 林芳正, 津村啓介著. -- 中央公論新社, 2011.3. -- (中公
新書 ; 2101).
政策秘書という仕事 : 永田町の舞台裏を覗いてみれば / 石本伸晃著. -- 平凡社, 2004.12. -(平凡社新書 ; 253).
職員採用・人事異動・職員研修・人事評価 / 稲継裕昭著. -- ぎょうせい, 2008.9. -- (プロ公務員
を育てる人事戦略).

書名

巻号次 配置場所

請求記号

いっしょにやろうよ最新国際ボランティアNGOガイド / NGO情報局編. -- 三省堂, 2010.5.

4F開架新体系

329.36//N69//1196

20代からはじめる社会貢献 : 400社が支援した「社会起業」とは / 小暮真久著. -- PHP研究所,
2011.6. -- (PHP新書 ; 739).

4F新書版

335.89//KO26//3291

職業外伝 / 秋山真志著. -- ポプラ社, 2005.3.

4F開架新体系

366.29//A38//0706

なにわ職もよう / 朝日新聞大阪本社社会部編集. -- 新風書房, 2004.5.

4F開架新体系

366.29//A82//9298

なぜ私はこの仕事を選んだのか / 岩波書店編集部編. -- 岩波書店, 2001.8. -- (岩波ジュニア新
書 ; 380).

4F新書版

366.29//I95//1017

仕事が人をつくる / 小関智弘著. -- 岩波書店, 2001.9. -- (岩波新書 ; 新赤版 750).

4F新書版

366.29//KO83//5336

13歳のハローワーク / 村上龍著 ; はまのゆか絵. -- [正], 新. -- 幻冬舎, 2003.11-.

4F開架新体系

366.29//MU43//7552

私はソーシャルワーカー : 福祉の現場で働く女性21人の仕事と生活 / 杉本貴代栄, 須藤八千代
編. -- 学陽書房, 2004.1.

4F開架新体系

369.17//SU38//7748

男性ヘルパーという仕事 : 高齢・在宅・介護を支える / 山口道宏編著. -- 現代書館, 2006.3.

4F開架新体系

369.17//Y24//7643

現実と向きあう教育学 : 教師という仕事を考える25章 / 田中孝彦, 藤田和也, 教育科学研究会編.
-- 大月書店, 2010.2.

4F開架新体系

370.4//TA84//8052

校長先生という仕事 / 吉田新一郎著. -- 平凡社, 2005.4. -- (平凡社新書 ; 266).

4F新書版

374.3//Y86//6435

職業としての大学教授 / 潮木守一著. -- 中央公論新社, 2009.10. -- (中公叢書).

4F開架新体系

377.13//U94//4639

4F開架新体系

377.9//SH99//9490

4F開架新体系

377.9//SH99//9491

4F新書版

402.8//SA29//0154

3F開架新体系

407//TO67//5632

4F新書版

440.7//A19//8741

水族館の仕事 / 西源二郎, 猿渡敏郎編著. -- 東海大学出版会, 2007.10.

3F開架新体系

480.76//N81//8287

管理栄養士コースで学ぶ! : キャリアデザインのために / 奥田豊子 [ほか] 編著. -- 同文書院,
2007.4.

3F開架新体系

498.14//O54//7290

活躍する管理栄養士 : 16人のキャリアデザイン / 田中浩子編. -- 文理閣, 2005.8.

3F開架新体系

498.14//TA84//1408

3F開架新体系

519.07//E19//7488

4F新書版

538.9//O21//9331

4F新書版

610.12//O18//1018

4F新書版

678.18//I32//2634

4F開架新体系

689//A53//1629

仮説の検証 : 科学ジャーナリストの仕事 / 小出五郎著. -- 講談社, 2007.9.

4F開架新体系

699.64//KO29//5105

クラシック音楽マネジメント : 音楽の感動を届ける仕事 / 木杳舎構成・執筆. -- ヤマハミュージック
メディア, 2011.1.

3F開架新体系

760.69//MO21//3213

演出家の仕事 / 栗山民也著. -- 岩波書店, 2007.11. -- (岩波新書 ; 新赤版 1105).

4F新書版

771.6//KU69//9273

仕事道楽 : スタジオジブリの現場 / 鈴木敏夫著. -- 岩波書店, 2008.7. -- (岩波新書 ; 新赤版
1143).

4F新書版

778.77//SU96//8619

お笑い芸人就職読本 / 増田晶文著 ; ぽん竜太漫画. -- 草思社, 2005.7.

7F新体系

779.14//MA66//8291

スポーツを仕事にする! / 生島淳著. -- 筑摩書房, 2010.9. -- (ちくまプリマー新書 ; 146).

4F新書版

780//I38//6088

翻訳家の仕事 / 岩波書店編集部編. -- 岩波書店, 2006.12. -- (岩波新書 ; 新赤版 1057).

4F新書版

801.7//I95//8826

小説家という職業 / 森博嗣著. -- 集英社, 2010.6. -- (集英社新書 ; 0548F).

4F新書版

901.307//MO45//3363

人と接する仕事がしたい。. -- 朝日新聞社, 2004.11. -- (AERA MOOK ; 102 . 就職の基本がわ
かる ; 1).
世界を舞台に仕事がしたい。. -- 朝日新聞社, 2004.11. -- (AERA MOOK ; 103 . 就職の基本が
わかる ; 2).
科学者という仕事 : 独創性はどのように生まれるか / 酒井邦嘉著. -- 中央公論新社, 2006.4. -(中公新書 ; 1843).
研究者編 / 鳥養映子, 横山広美編著. -- 近代科学社, 2008.5. -- (素敵にサイエンス : かがやき
続ける女性キャリアを目指して : 女性のための理系進路選択).
天文学者はロマンティストか? : 知られざるその仕事と素顔 / 縣秀彦著. -- 日本放送出版協会,
2007.11. -- (生活人新書 ; 236).

環境の仕事大研究 : 就職・資格・ビジネスの仕組みのすべてがわかる! / エコビジネスネットワーク
編. -- 産学社, 2003.12.
ドキュメント宇宙飛行士選抜試験 / 大鐘良一, 小原健右著. -- 光文社, 2010.6. -- (光文社新書 ;
467).
農業という仕事 : 食と環境を守る / 大江正章著. -- 岩波書店, 2001.9. -- (岩波ジュニア新書 ;
381).
国際弁護士 : どんな仕事か、何と戦うのか / 池田節雄著. -- 平凡社, 2002.2. -- (平凡社新書 ;
128).
観光入門 : 観光の仕事・学習・研究をつなぐ / 青木義英, 廣岡裕一, 神田孝治編著. -- 新曜社,
2011.4.

研究者編

