
企画展示『図書館でも就活！』
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No. 書名 著者名 出版者 請求記号

1 知のワークブック : 大学生と新社会人のための [本体] 竹田茂生, 藤木清編 くろしお出版 141.5/Ta59

2 Walt Disney夢をつかむ言葉  ウォルト・ディズニー・ジャパン監修KADOKAWA 159/U79

3 働く女性が知っておくべきこと : グローバル時代を生きるあなたに贈る知恵 (角川oneテーマ21:C-232) 坂東眞理子 [著] 角川書店/角川グループパブリッシング (発売)159.4/B18

4 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 159.4/Ma84

5 「働く意味」がわからない君へ : ビクトール・フランクルが教えてくれる大切なこと 諸富祥彦著 日本実業出版社 159.4/Mo77

6 女子の働き方 : 男性社会を自由に歩く「自分中心」の仕事術 永田潤子著 文響社 159.4/N23

7 自分の居場所をつくる働き方 : 仲間とつながり、自分らしく成果を出すコミュニティ・ワーカー 中里桃子著  日本能率協会マネジメントセンター159.4/N46

8 今日から人生が変わる「社会人デビュー」の法則 (Byakuya biz books) 若林勇二著 白夜書房 159.4/W17

9 お仕事のコツ事典 : 明日、会社に行くのが楽しみになる 文響社編集部編 文響社 159.6/B89

10 働く。 : 社会で羽ばたくあなたへ 日野原重明著 冨山房インターナショナル159.7/H61

11 5 : 5年後、あなたはどこにいるのだろう? ダン・ゼドラ著/伊東奈美子訳 海と月社 159.8/Z1

12 見るだけでわかる!ビジネス書図鑑 グロービス著/荒木博行執筆 ディスカヴァー・トゥエンティワン335.03/G52

13 Becal新潟で働く。 : こんな会社で働きたい!若手が躍動する新潟の元気企業17社 2019年版 (Pasmagazine mook) ジョイフルタウン企画・編集 ジョイフルタウン 335.35N/J66/2019

14 あなたのキャリアのつくり方 : NPOを手がかりに (ちくまプリマー新書:272) 浦坂純子著 筑摩書房 335.89/U84

15 これから働き始める人のための実践的仕事論 大谷謙治著 学文社 336/O84

16 思考法図鑑 : ひらめきを生む問題解決・アイデア発想のアプローチ60 アンド著 翔泳社 336.2/A47

17 採用基準 : 地頭より論理的思考力より大切なもの 伊賀泰代著 ダイヤモンド社 336.3/I23

18 本当に「使える人材」を見抜く採用面接 細井智彦著 高橋書店 336.42/H94

19 よくわかる社会人の基礎知識 : マナー・文書・仕事のキホン 岡野絹枝編集代表 ぎょうせい 336.49/O45

20 わかる!伝わる!プレゼン力 : レポート発表も採用面接も怖くない 佐藤佳弘著 武蔵野大学出版会 336.49/Sa85

21 若者のためのコミュニケーションスキル練習帳 : 学生の就活支援および新入社員教育のために 集団認知行動療法研究会著 金剛出版 336.49/Sh99

22 働くためのコミュニケーション力 : 半年で職場の星になる! (ちくま文庫:[や31-2]) 山田ズーニー著 筑摩書房 361.45/Y19

23 ライフコース選択のゆくえ : 日本とドイツの仕事・家族・住まい 田中洋美, マーレン・ゴツィック, クリスティーナ・岩田ワイケナント編新曜社 361.64/Ta84

24 後悔しない「産む」×「働く」 (ポプラ新書:129) 齊藤英和, 白河桃子著 ポプラ社 365/Sa25

25 働くということ : グローバル化と労働の新しい意味 (中公新書:1793) ロナルド・ドーア著/石塚雅彦訳 中央公論新社 366/D87

26 キミが働く理由 (わけ) 福島正伸著 中経出版 366/F84

27 なぜ僕らは働くのか : 君が幸せになるために考えてほしい大切なこと 池上彰監修 学研プラス 366/I33

28 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 366/Ku36

29 働くって何だ : 30のアドバイス (岩波ジュニア新書:533) 森清著 岩波書店 366/Mo45

30 働くことの意味 (岩波新書:黄版 188) 清水正徳著 岩波書店 366/Sh49

31 いま、働くということ 橘木俊詔著 ミネルヴァ書房 366/Ta13

32 新!働く理由 : 111の名言に学ぶシゴト論。 戸田智弘 [著] ディスカヴァー・トゥエンティワン366/To17

33 「働くこと」を問い直す (岩波新書:新赤版 1516) 山崎憲著 岩波書店 366/Y48



34 ワークルールってなんだ？ 上西充子監修 旬報社  366.1/U44/1

35 こんなときこそワークルール!, アルバイト編 上西充子監修 旬報社  366.1/U44/2

36 こんなときこそワークルール!, 就活・就職編 上西充子監修 旬報社  366.1/U44/3

37 ワークルールでつくる豊かな社会 上西充子監修 旬報社  366.1/U44/4

38 アスペルガー症候群の人の就労・職場定着ガイドブック : 適切なニーズアセスメントによるコーチング バーバラ・ビソネット著/石川ミカ訳 明石書店 366.28/B47

39 会社を変える障害者雇用 : 人も組織も成長する新しい職場づくり 紺野大輝著 新泉社 366.28/Ko75

40 職場の発達障害 自閉スペクトラム症編 (健康ライブラリー:スペシャル) 太田晴久監修 講談社 366.28/Sh96

41 キャリアのみかた : 図で見る109のポイント 阿部正浩, 松繁寿和編 有斐閣 366.29/A16

42 ぼくらは働く、未来をつくる。 AERA編集部著 朝日新聞出版 366.29/A17

43 「やりたい仕事」病 榎本博明著 日本経済新聞出版社 366.29/E63

44 10年後の仕事図鑑 : 新たに始まる世界で、君はどう生きるか 堀江貴文, 落合陽一著  SBクリエイティブ 366.29/H87

45 大学発のキャリアコンセプトメーキング : 就活本を読む前のキャリア開発講義 (静岡学術出版教養ブックス:120005) 小森一平著 ITSC静岡学術出版事業部366.29/Ko67

46 就職とは何か : 「まともな働き方」の条件 (岩波新書:新赤版 1338) 森岡孝二著 岩波書店 366.29/Mo62

47 13歳のハローワーク 村上龍著/はまのゆか絵 幻冬舎 366.29/Mu43

48 就活のまえに : 良い仕事、良い職場とは? (ちくまプリマー新書:126) 中沢孝夫著 筑摩書房 366.29/N46

49 「働く」ために必要なこと : 就労不安定にならないために (ちくまプリマー新書:196) 品川裕香著 筑摩書房 366.29/Sh58

50 社会への出かた : 就職・学び・自分さがし 白井利明著 新日本出版社 366.29/Sh81

51 仕事選びのアートとサイエンス : 不確実な時代の天職探し : 改訂『天職は寝て待て』 (光文社新書:996) 山口周著 光文社 366.29/Y24

52 女子のキャリア : 「男社会」のしくみ、教えます (ちくまプリマー新書:188) 海老原嗣生著 筑摩書房 366.38/E14

53 思考を鍛える大学の学び入門 : 論理的な考え方・書き方からキャリアデザインまで 井下千以子著 慶應義塾大学出版会 377.15/I56

54 アホ大学のバカ学生 : グローバル人材と就活迷子のあいだ (光文社新書:561) 石渡嶺司, 山内太地著 光文社 377.21/I82

55 ポストドクター問題 : 科学技術人材のキャリア形成と展望 国立教育政策研究所, 日本物理学会キャリア支援センター編世界思想社 377.5/Ko49

56 博士になったらどう生きる? : 78名が語るキャリアパス 吉田塁, 堀内多恵編 勉誠出版 377.5/Y86

57 大学生のためのキャリアガイドブック 寿山泰二 [ほか] 著 北大路書房 377.9/D16

58 自立へのキャリアデザイン : 地域で働く人になりたいみなさんへ 旦まゆみ著 ナカニシヤ出版 377.9/D35

59 あらゆる就職情報は操作されている : ブラック企業が仕掛ける就活のワナ (扶桑社新書:130) 恵比須半蔵著 扶桑社 377.9/E15

60 キャリアデザイン入門 : 自分を探し、自分をつくる 古田克利著 ナカニシヤ出版 377.9/F94

61 キャリアデザインのための自己表現 : 過去・現在・未来を結ぶバイオグラフィ 細川英雄, 太田裕子編著 東京図書 377.9/H94

62 就活のバカヤロー : 企業・大学・学生が演じる茶番劇 (光文社新書:378) 石渡嶺司, 大沢仁著 光文社 377.9/I82

63 大学の思い出は就活です(苦笑) : 大学生活50のお約束 (ちくま新書:949) 石渡嶺司著 筑摩書房 377.9/I82

64 就活のコノヤロー : ネット就活の限界。その先は? (光文社新書:671) 石渡嶺司著 光文社 377.9/I82

65 女子学生はなぜ就活で騙されるのか : 志望企業全滅まっしぐらの罠 (朝日新書:540) 石渡嶺司著 朝日新聞出版 377.9/I82

66 キレイゴトぬきの就活論 (新潮新書:701) 石渡嶺司著 新潮社 377.9/I82

67 大学生が出会うリスクとセルフマネジメント : 社会人へのステップ 逸見敏郎, 山中淑江編著 学苑社 377.9/I91

68 プレステップキャリアデザイン 第4版 (PRE-STEP:11) 岩井洋, 奥村玲香, 元根朋美著 弘文堂 377.9/I93

69 社会人になって成功する大学生活術 : 名物学長が教える40のアドバイス 岩田年浩著 アートヴィレッジ 377.9/I97



70 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 (どう考える?ニッポンの教育問題) 児美川孝一郎著 日本図書センター 377.9/Ko64

71 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 377.9/Ko89

72 キャリアデザインハンドブック : 学生から社会人へ : 就職活動新しい働き方スキルアップ20レッスン 三木佳光著 イワキ・プランニング・ジャパン377.9/Mi24

73 3年で退職しないための就活読本 : ケースで学ぶ 三好秀和, 佐々木一雄著 同友館 377.9/Mi91

74 就活とブラック企業 : 現代の若者の働きかた事情 (岩波ブックレット:No. 805) 森岡孝二編 岩波書店 377.9/Mo62

75 就活あるある : 内定する人しない人 武野光著 主婦と生活社 377.9/Mu35

76 就活の学校 : 人事の本音、就活の誤解 : 人事が語らない不採用の理由 (Biz Masterシリーズ) 西尾太著 メトロポリタンプレス377.9/N86

77 リクルートを辞めたから話せる、本当の「就活」の話 : 無名大学から大手企業へ (PHPビジネス新書:300) 太田芳徳著 PHP研究所 377.9/O81

78 就職力 : 就活は一日二〇〇ページの読書から始めなさい! 齋藤孝著 毎日新聞社 377.9/Sa25

79 保育・福祉専門職をめざす学習の基礎 : 講義・実習・生活のマナーを学ぶ 生活技術教育研究会編 ななみ書房 377.9/Se17

80 大学生のためのキャリアガイドブック Ver. 2(改訂新版) 寿山泰二[ほか]著 北大路書房 377.9/Su89

81 1点差で勝ち抜く就活術 (平凡社新書:658) 高瀬文人, 坂田二郎著 平凡社 377.9/Ta53

82 就活先生 : 内定を勝ち取るための31のステップ 竹中紳一著 新潮社 377.9/Ta64

83 女子学生のためのキャリア・デザイン 第2版 宇田美江著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)377.9/U26

84 ちょっと待ったその就活! : 就活前に考えておきたい『大学生のキャリアデザイン』 上田晶美著 技術評論社 377.9/U32

85 学生のためのキャリアデザイン入門 : 生き方・働き方の設計と就活準備 第3版 渡辺峻, 伊藤健市編著 中央経済社 377.9/W46

86 伸ばす!就活能力・ビジネス日本語力 : 日本で働くための「4つの能力」養成ワークブック 長沼スクール東京日本語学校編/植木香, 木下由紀子, 藤井美音子著国書刊行会 810.7/N16

87 「手紙屋」 : 僕の就職活動を変えた十通の手紙 喜多川泰 [著] ディスカヴァー・トゥエンティワン913.6/Ki63


