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請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

159.4//F84 僕に働く意味を教えてくれた29通の手紙 福島 正伸 KADOKAWA 2014.7

159.4//I53 働き方 稲盛 和夫 三笠書房 [2009.4]

159.4//I99 何の為に働くのか : 天職に出会うために必要なこと 井土 朋厚 梓書院 2012.11

159.4//Ka51 稲盛和夫の仕事入門 : 若者にとって「働くこと」の意味とは何か? 神田 嘉延 プレジデント社 2014.5

159.4//Ka93
自分の小さな「鳥カゴ」から飛び立ちなさい : 京大キャリア教室で教えるこれから
の働き方

河合 江理子 ダイヤモンド社 2013.7

159.4//Ki71 何のために働くのか 北尾 吉孝 致知出版社 2007.3

159.4//Mo77
「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 日本実業出版社 2014.11

159.4//Mo77 私たちはなんのために働くのか : 「働く意味」と自分らしい働き方を考える 諸富 祥彦
日本能率協会マネジメン
トセンター

2013.9

159.4//N46 働く。なぜ? 中澤 二朗 講談社 2013.1

159.4//N46
「働くこと」を企業と大人にたずねたい : これから社会へ出る人のための仕事の物
語

中澤 二朗 東洋経済新報社 2011.3

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

2010.4

159.7//I75 僕らが世界に出る理由 石井 光太 筑摩書房 2013.7

159.7//Ma81//1-2 大学生のためのドラッカー 松本 健太郎 リーダーズノート出版 2011.12-

159.7//Sa17 この世でいちばん大事な「カネ」の話 西原 理恵子 理論社 2008.12

159//E74 1分間でやる気が出る146のヒント Essig Don
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

1999.9

159//H84 面倒くさがりやのあなたがうまくいく55の法則 本田 直之 大和書房 2009.1

304//I33 この社会で戦う君に「知の世界地図」をあげよう 池上 彰 文藝春秋 2012.11

329.3//Ka22 国際社会で働く : 国連の現場から見える世界 嘉治 美佐子 NTT出版 2014.9

331.5//W51 プロテスタンティズムの倫理と資本主義の《精神》 Weber Max 1864-1920 未來社 1994.11

2014年12月 WORK 「働く」を考える
なぜ働くのか、考えてみたことはありますか。

 働く意味や理由、仕事に何を求めるのかは人によって違います。
 今回の展示では、働くとは何かから、現場で活躍するプロフェッショナルの声まで「働く」ことの意味を考えさせてくれる本を集めました。

多くの考えや価値観を知って、仕事や社会とのかかわり方や、これから先の自分の生き方について、一緒に考えてみませんか。

2014/12/1（12/5改定）
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331.6//Sa75 私たちはなぜ働くのか : マルクスと考える資本と労働の経済学 佐々木 隆治 旬報社 2012.9

335.15//N73 CSR働く意味を問う 日経CSRプロジェクト 日本経済新聞出版社 2007.2

335.5//N93 アジアで働くいまはその時だ 野地 秩嘉 日経BP社 2014.11

364//P23 ベーシック・インカムの哲学 : すべての人にリアルな自由を Parijs Philippe van 1951- 勁草書房 2009.12

366.04//Ko39 働く意味 小島 貴子 幻冬舎 2007.7

366.08//So63//1 働くことの意味 橘木 俊詔 ミネルヴァ書房 2009.12

366.21//G34 働く過剰 : 大人のための若者読本 玄田 有史 NTT出版 2005.1

366.21//Ko12 ルポ"正社員"の若者たち : 就職氷河期世代を追う 小林 美希 岩波書店 2008.6

366.29//A12 キャリアのみかた : 図で見る110のポイント 阿部 正浩 有斐閣 2014.4

366.29//A17 ぼくらは働く、未来をつくる。 アエラ編集部 朝日新聞出版 2014.11

366.29//A82 仕事力 大前 研一 朝日新聞社 2005.6-

366.29//E63 「やりたい仕事」病 榎本 博明 日本経済新聞出版社 2012.11

366.29//I52 仕事漂流 : 就職氷河期世代の「働き方」 稲泉 連 プレジデント社 2010.4

366.29//Ky1 この人がかっこいい!この仕事がおもしろい! キャリナビ 日経BP社 2003.1

366.29//Ky2 働く!「これで生きる」50人 共同通信社 共同通信社 2014.7

366.29//N77 働くということ 日本経済新聞社 日本経済新聞社 2004.9

366.29//N77
あたらしい働く理由をみつけよう : What is your salary? : 36人のしごと、理
由、サラリー

日本ドリームプロジェクト いろは出版 2014.5

366.29//O11 職業と仕事…働くって何? 大庭 健 専修大学出版局 2008.3

366.29//Sa47
自分の適職がわからない時に読む本 : 就職で失敗したくない、してしまったすべて
の人へ

桜井 秀勲 スリーエーネットワーク 2005.11

366.29//Sh58 「働く」ために必要なこと : 就労不安定にならないために 品川 裕香 筑摩書房 2013.5

366//C73 仕事の裏切り : なぜ、私たちは働くのか Ciulla Joanne B. 翔泳社 2003.11

366//F84 キミが働く理由 (わけ) 福島 正伸 中経出版 2011.6

367.68//N38 ノンエリート青年の社会空間 : 働くこと、生きること、「大人になる」ということ 中西 新太郎 大月書店 2009.9

371.47//Ts99 働くことの心理学 : 若者の自分さがしといらだち 都筑 学 ミネルヴァ書房 2008.7
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377.15//N77 働く女性の資格&スキル勉強術 : 一生仕事で困らない 日経BP社 2014.11

377.9//Ka23 大学生のキャリア開発 : 自分らしく働くための処方箋 梶原 豊 同友館 2014.4

778.7//P94//2/4 ゲーム開発部長 植村比呂志の仕事 : 現場に出ろ、答えはそこにある 日本放送協会 NHKエンタープライズ 2007.4

778.7//P94//2/9 コンビニ・チェーン経営者 新浪剛史の仕事 : さらけ出して熱く語れ 日本放送協会 NHKエンタープライズ 2007.4

914.6//H48 野心のすすめ 林 真理子 講談社 2013.4

城西大学水田記念図書館
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