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請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

007.35//N58 起業人 : 成功するには理由がある! 夏目 房之介 メディアセレクト 2003.12

007.35//Sa75 起業家2.0 : 次世代ベンチャー9組の物語 佐々木 俊尚 小学館 2007.12

007.35//Sc5 How Google works : 私たちの働き方とマネジメント Schmidt Eric 日本経済新聞出版社 2014.1

019.9//H87 新世代CEOの本棚 堀江 貴文 文藝春秋 2016.3

159//H34 若者よ、だまされるな！ 春山 満ほか 週刊住宅新聞社 2012.5

159.4//Sa25 本気論 齋藤 正勝 かんき出版 2005.8

159.7//Ko19 学生時代の何が役に立ったか : これで上場企業のトップになった 講談社 講談社 1986.3

280.4//Te71 闘う100人 テレビ東京報道局 日本経済新聞社 2005.5

281//W45//43 私の履歴書.第43集 日本経済新聞社 日本経済新聞社 1971.7

289.1//A47 魔法のラーメン発明物語 : 私の履歴書 安藤 百福 日本経済新聞社 2002.3

289.1//H82 世界を変えた化学反応鈴木章とノーベル賞 北海道新聞社 北海道新聞社 2011.7

289.1//I53 稲盛和夫のガキの自叙伝 : 私の履歴書 稲盛 和夫 日本経済新聞社 2004.9

289.1//Ko12 ソニーを創った男井深大 小林 峻一 ワック 2002.9

289.1//Ma81 改革は実行 : 私の履歴書 松本 紘 日本経済新聞出版社 2016.5

289.1//Mi25 わが記憶、わが記録 : 堤清二×辻井喬オーラルヒストリー 御厨 貴 中央公論新社 2015.11

289.1//Mi77 コカ・コーラへの道 : 挑戦と忍耐と先見でコークの時代をひらいた男 宮本 惇夫 かのう書房 1994.11

2016年11月 活躍する人々
企業のトップに立つ人はどんな学生時代を送ってきたのでしょうか？

各人が多くの経験をし、多くのドラマを持っていて、最初から簡単に登りつめた人などいないことに気づくはずです。

11月の展示は、日本の中堅企業から、誰もが知る世界的な大企業まで、創業者や社長の自伝、評伝などを集めました。

2016/11/1(11/5改定)

図書
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289.1//N47 死ぬな : 生きていれば何とかなる 並木 秀之 新潮社 2014.9

289.1//O21 大賀典雄、15歳に「夢」を語る 大賀 典雄 丸善 2006.1

289.1//Sh31 外資と生きる : IBMとの半世紀 : 私の履歴書 椎名 武雄 日本経済新聞社 2001.1

289.1//Sh36 渋沢栄一 : 社会企業家の先駆者 島田 昌和 岩波書店 2011.7

289.3//D92 ドラッカーわが軌跡 : 知の巨人の秘められた交流 Drucker Peter Ferdinand ダイヤモンド社 2006.1

289.3//I68//1 スティーブ・ジョブズ Isaacson Walter 講談社 2011

289.3//I68//2 スティーブ・ジョブズ Isaacson Walter 講談社 2011

289.3//Ku95 スティーブ・ジョブズ名語録 : 人生に革命を起こす96の言葉 桑原 晃弥 PHP研究所 2010.8

289.3//W49//1 デール・カーネギー Watts Steven 河出書房新社 2014.1

289.3//W49//2 デール・カーネギー Watts Steven 河出書房新社 2014.1

289//Sa66 あんぽん : 孫正義伝 佐野 真一 小学館 2012.1

332.8//A41 ぼくとビル・ゲイツとマイクロソフト : アイデア・マンの軌跡と夢 Allen Paul 講談社 2013.2

332.8//B43 ツイッター創業物語 : 金と権力、友情、そして裏切り Bilton Nick 日本経済新聞出版社 2014.4

332.8//B71 アメリカン・ドリームの軌跡 : 伝説の起業家25人の素顔 Brands H. W. 英治出版 2001.9

332.8//D28 世界の起業家50人 : チャレンジとイノベーション 大東文化大学起業家研究会 学文社 2004.4

332.8//F27 私はこうして受付からCEOになった Fiorina Carly ダイヤモンド社 2007.11

332.8//G88 僕の起業は亡命から始まった! : アンドリュー・グローブ半生の自伝 Grove Andrew S. 日経BP社 2002.9

332.8//G88 Swimming across : a memoir Grove Andrew S. Warner Books c2001

332.8//H84 私の手が語る 本田 宗一郎 講談社 1982.5

332.8//H84 本田宗一郎夢を力に : 私の履歴書 本田 宗一郎 日本経済新聞社 2001.7

332.8//Ka52 大原孫三郎 : 善意と戦略の経営者 兼田 麗子 中央公論新社 2012.12

332.8//Ko99
世界の小売業創業者の原点 : サム・ウォルトン(ウォルマート)&伊藤雅俊(イトー
ヨーカ堂)

狐墳 英毅 徳育経営研究所 2013.4
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332.8//Kr6
成功はゴミ箱の中に : レイ・クロック自伝 : 世界一、億万長者を生んだ男-マクド
ナルド創業者

Kroc Ray プレジデント社 2007.1

332.8//Ku45 起業家列伝 邦光 史郎 徳間書店 1995.4

332.8//Mo45 ソニー盛田昭夫 : “時代の才能"を本気にさせたリーダー 森 健二 ダイヤモンド社 2016.4

332.8//Mu39 にっぽん企業家烈伝 村橋 勝子 日本経済新聞出版社 2007.1

332.8//N83 ザ・ラストバンカー : 西川善文回顧録 西川 善文 講談社 2011.1

332.8//N88 運は創るもの : 私の履歴書 似鳥 昭雄 日本経済新聞出版社 2015.8

332.8//O26 経営はロマンだ! : 私の履歴書 小倉 昌男 日本経済新聞社 2003.1

332.8//Sa34 ダントツの強みを磨け : 私の履歴書 坂根 正弘 日本経済新聞出版社 2015.1

332.8//Sh99 ぶれない経営 : ブランドを育てた8人のトップが語る 首藤 明敏 ダイヤモンド社 2009.2

332.8//Ta59 落ちこぼれタケダを変える : 私の履歴書 武田 國男 日本経済新聞出版社 2007.1

335.13//C52 アリババ帝国 : ネットで世界を制するジャック・マーの挑戦 zhang gang 東洋経済新報社 2010.7

335.13//G34 プロフェッショナルマネジャー : 58四半期連続増益の男 Geneen Harold プレジデント社 2004.5

335.13//G39
カルロス・ゴーンリーダーシップ論 : leardership the Carlos Ghosn way : he
revals what you need to do to dramatically change your companay : 経営教室

Ghosn Carlos 日経BP社 2013.11

335.13//G39 Citoyen du monde Ghosn Carlos B. Grasset c2003

335.13//G42 みんな変わり者だった : 奇抜で凄い起業家列伝 Gibbons Barry J.
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

2005.1

335.13//H48 一生懸命って素敵なこと 林 文子 草思社 2006.1

335.13//H82
ホッカイドリームソーダ : 北海道元気企業のトップが語った「難関」と「成功」 :
北海学園大学経営学部ニトリ寄附講座の記録

庄司 昭夫 中西出版 2006.3

335.13//I13 リーダーシップの哲学 : 12人の経営者に学ぶリーダーの育ち方 一條 和生 東洋経済新報社 2015.6

335.13//Mi71 慶應SFCの起業家たち 宮地 恵美 慶應義塾大学出版会 2013.6

335.13//N92 カールツァイスの経営倫理 : エルンスト・アッベの経営思想 野藤 忠 ミネルヴァ書房 2012.3

335.13//Sa62 Lean in (リーン・イン) : 女性、仕事、リーダーへの意欲 Sandberg Sheryl 日本経済新聞出版社 2013.6

335.13//Ta67 スティーブ・ジョブズ「超」仕事力 竹内 一正 日本実業出版社 2009.5
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335.13//U26 ケースブック日本の企業家 : 近代産業発展の立役者たち 宇田川 勝 有斐閣 2013.3

335.13//V27 イーロン・マスク : 未来を創る男 Vance Ashlee 講談社 2015.9

335.13//Y31 武藤山治 : 日本的経営の祖 山本 長次 日本経済評論社 2013.8

335.13//Y96 Handbook of East Asian entrepreneurship 余 赴禮 Routledge 2015

335.21//Mo46 発想の転換で新領域を開拓した続・7人の起業家 : 逆境にひるまぬ侍たち 森部 好樹 日経BP社 2014.9

335.4//Ka96 日本一強いスーパー ヤオコーを創るために母がくれた50の言葉 川野 幸夫 産経新聞出版 2011.9

335.4//Sa34 「経営」が見える魔法のメガネ : 経営教室 坂根 正弘 日経BP社 2013.7

335.4//Y24 我かく生きビジネスに勝利す! : 藤田流創業指南 : 日本マクドナルド創業者藤田田 山口 廣太 経林書房 2003.11

335.8//D42 未来を変える80人 : 僕らが出会った社会起業家 (ソーシャルアントレプレナー) Darnil Sylvain 日経BP社 2006.9

335.8//Ka86 辺境から世界を変える : ソーシャルビジネスが生み出す「村の起業家」 加藤 徹生 ダイヤモンド社 2011.7

335.8//Ta62 社会貢献でメシを食う。 : だから、僕らはプロフェッショナルをめざす 竹井 善昭 ダイヤモンド社 2010.9

336//H95 どんな会社も生まれ変わる : 国鉄と銀行を変えた男の再生論 : 経営教室 細谷 英二 日経BP社 2013.8

530.67//I57 世界で勝てるヒト、モノづくり : 経営教室 井上 礼之 日経BP社 2013.9

547.4833//Ki54
フェイスブック若き天才の野望 : 5億人をつなぐソーシャルネットワークはこう生
まれた

Kirkpatrick David 日経BP社 2011.1

578.47//O95 ロングセラーが会社をダメにする : 経営教室 大山 健太郎 日経BP社 2013.12

589.27//Y24 25歳女性起業家の号泣戦記 山口 絵理子 講談社 2007.9

610.4//I45//6 社会起業家が〈農〉を変える : 生産と消費をつなぐ新たなビジネス 益 貴大 ミネルヴァ書房 2015.6

673.7//Y54 一勝九敗 柳井 正 新潮社 2003.11

673.9//I26 世界のどこにもない会社を創る! : セコム創業者の痛快な起業人生 飯田 亮 草思社 2007.8

673.973//H32 成功を決める「順序」の経営 : 経営教室 原田 泳幸 日経BP社 2013.6

685.9//Ki16 未来の市場を創り出す : 経営教室 木川 眞 日経BP社 2013.6

913.6//F93 小説土佐堀川 : 広岡浅子の生涯 古川 智映子 潮出版社 2015.9
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場所 出版社 所蔵年

学生用雑誌 企業家ネットワーク
2014-2016
※1年保存

学生用雑誌 日経BP社
2012-2016
※3年保存

雑誌
雑誌名

企業家倶楽部 : 創業経営者の心と魂を磨く

日経トップリーダー : Nikkei top leader

城西大学水田記念図書館
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