
城西大学水田記念図書館

NHK「プロフェッショナル～仕事の流儀」DVD所蔵リスト 2010/4/13 現在

タイトル 請求記号 資料番号

リゾート再生請負人 星野佳路の仕事 : "信じる力"が人を動かす 778.7//P94//1/1 4200913262

小児心臓外科医 佐野俊二の仕事 : ひたむきに"治す人"をめざせ. 778.7//P94//1/2 4200913273

パティシエ 杉野英実の仕事 : あたり前が一番むずかしい 778.7//P94//1/3 4200913284

アートディレクター 佐藤可士和の仕事 : ヒットデザインはこうして生まれる 778.7//P94//1/4 4200913295

弁護士 宇都宮健児の仕事 : 人生も仕事もやり直せる 778.7//P94//1/5 4200913308

量子物理学者 古澤明の仕事 : バントをするなホームランを狙え 778.7//P94//1/6 4200913319

WHO医師 進藤奈邦子の仕事 : 鳥インフルエンザを封じ込めろ 778.7//P94//1/7 4200913320

左官 挾土秀平の仕事 : 不安の中に成功がある 778.7//P94//1/8 4200913331

英語講師 竹岡広信の仕事 : "なにくそ!"負けたらあかん 778.7//P94//1/9 4200913342

スタジオジブリ 鈴木敏夫の仕事 : 自分は信じない人を信じる 778.7//P94//1/10 4200913353

商品企画部長 佐藤章の仕事 : チームの力がヒットを生む 778.7//P94//2/1 4200913364

樹木医 塚本こなみの仕事 : 藤の老木に命を教わる 778 7//P94//2/2 4200913375樹木医 塚本こなみの仕事 : 藤の老木に命を教わる 778.7//P94//2/2 4200913375

高校教師 大瀧雅良の仕事 : 勝つことよりも大事なことがある 778.7//P94//2/3 4200913386

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 778.7//P94//2/4 4200913397

棋士 羽生善治の仕事 : 直感は経験で磨く 778.7//P94//2/5 4200913400

ベンチャー企業経営者 飯塚哲哉の仕事 : リスクを取らなきゃ人生は退屈だ 778.7//P94//2/6 4200913411

中学英語教師 田尻悟郎の仕事 : 楽しんで学べ傷ついて育て 778.7//P94//2/7 4200913422

編集者 石原正康の仕事 : ベストセラーはこうして生まれる 778.7//P94//2/8 4200913433

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 778.7//P94//2/9 4200913444

玩具企画開発者 横井昭裕の仕事 : ヒットの秘訣は"トゲ"にあり 778.7//P94//2/10 4200913455

海上保安官 寺門嘉之の仕事 : 冷静に、心を燃やす 778.7//P94//3/1 4200913466

ウイスキーブレンダー 輿水精一の仕事 : 優等生では面白くない 778.7//P94//3/2 4200913477

農家 木村秋則の仕事 : りんごは愛で育てる 778.7//P94//3/3 4200913488

漫画家 浦沢直樹の仕事 : 心のままに、荒野を行け 778.7//P94//3/4 4200913499

指揮者 大野和士の仕事 : がけっぷちの向こうに喝采 (かっさい) がある 778.7//P94//3/5 4200913503

専門看護師 北村愛子の仕事 : 迷わず走れ、そして飛び込め 778.7//P94//3/6 4200913514

ベンチャ 企業経営者 南場智子の仕事 仕事でこそ 人は育つ 778 7//P94//3/7 4200913525ベンチャー企業経営者 南場智子の仕事 : 仕事でこそ、人は育つ 778.7//P94//3/7 4200913525

中学教師 鹿嶋真弓の仕事 : 人の中で 人は育つ 778.7//P94//3/8 4200913536

競馬調教師 藤澤和雄の仕事 : 未来を見すえる者が勝つ 778.7//P94//3/9 4200913547

装丁家 鈴木成一の仕事 : 誇りは自分で創 (つく) り出す 778.7//P94//3/10 4200913558

花火師 野村陽一の仕事 : 一瞬の美にすべてを懸ける 778.7//P94//4/1 4200913569

海獣医師 勝俣悦子の仕事 : かあちゃん、命とむきあう 778.7//P94//4/2 4200913570

盲導犬訓練士多和田悟の仕事 : イヌは人生のパートナー 778.7//P94//4/3 4200913581

デザイナー吉岡徳仁の仕事 : 暗中模索、未来創造 778.7//P94//4/4 4200913592

ヘリコプターパイロット森公博の仕事 : 空の伝説試練の海へ 778.7//P94//4/5 4200913605

校長荒瀬克己の仕事 : 背伸びが、人を育てる 778.7//P94//4/6 4200913616

文化財修理技術者鈴木裕の仕事 : 仕事は体で覚えるな 778.7//P94//4/7 4200913627

絵本作家荒井良二の仕事 : きのうの自分をこえてゆけ 778.7//P94//4/8 4200913638

鮨職人小野二郎の仕事 : 修業は、一生終わらない 778.7//P94//4/9 4200913649

歌舞伎役者坂東玉三郎の仕事 : 妥協なき日々に、美は宿る 778.7//P94//4/10 4200913650

ウェブデザイナー 中村勇吾の仕事 : ワンクリックで、世界を驚かせ 778.7//P94//5/1 4200913661

イパ キ 部隊長 宮本和敏 仕事 隊長は背中 指揮をとるハイパーレスキュー部隊長 宮本和敏の仕事 : 隊長は背中で指揮をとる 778.7//P94//5/2 4200913672

ファクトリーマネージャー 吉田憲一の仕事 : 不屈のリーダー、極寒の海へ 778.7//P94//5/3 4200913683

茶師 前田文男の仕事 : 一葉入魂、本分を尽くす 778.7//P94//5/4 4200913694

がん看護専門看護師 田村恵子の仕事 : 希望は、必ず見つかる 778.7//P94//5/5 4200913707

名人戦 森内俊之VS羽生善治 : 最強の二人、宿命の対決 778.7//P94//5/6 4200913718

京菓子司 山口富藏の仕事 : 古都の雅、菓子のこころ 778.7//P94//5/7 4200913729

動物園飼育員 細田孝久の仕事 : すべて、動物から教わった 778.7//P94//5/8 4200913730

噺家 柳家小三冶の仕事 : 笑いの奥に、人生がある 778.7//P94//5/9 4200913741

バレエダンサー 岩田守弘の仕事 : 悔しさを、情熱に 778.7//P94//5/10 4200913752


