
東海大学代々木図書館

代々木図書館ミニ展示　「『働く』を考える」　展示リスト

※全て貸出可能です。棚にないものは貸出中です。

書名 出版社 出版年 請求記号

1 就職四季報企業研究・インターンシップ版（2020年版） / 東洋経済新報社編 東洋経済新報社 2018年 KB/就職/2018

2 就職四季報女子版（2020年版） / 東洋経済新報社編 東洋経済新報社 2018年 KB/就職/2018

3 就職四季報総合版（2020年版） / 東洋経済新報社編 東洋経済新報社 2018年 KB/就職/2018

4 就職四季報優良・中堅企業版（2020年版） / 東洋経済新報社編 東洋経済新報社 2018年 KB/就職/2018

5 会社四季報業界地図（2019年版） / 東洋経済新報社編 東洋経済新報社 2018年 KB/就職/2018

6 近江商人の哲学 : 「たねや」に学ぶ商いの基本 / 山本昌仁著. (講談社現代新書 ; 2489). 講談社 2018年 081/K/2489

7 「これからの世界」で働く君たちへ : 伝説の元アップル・ジャパン社長の40講義 / 山元賢治著 ダイヤモンド社 2013年 159.4/Y

8 10年後、君に仕事はあるのか? / 藤原和博著 ダイヤモンド社 2017年 159.7/F

9 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 2010年 159.7/H

10 若さに贈る / 松下幸之助著 PHP研究所 2014年 159.7/M

11 人生を動かす仕事の楽しみ方 : 才能よりも大切な「気づく力」 / 新津春子著 大和書房 2017年 289.1/N

12 ローカルに生きるソーシャルに働く : 新しい仕事を創る若者たち / 松永桂子, 尾野寛明編著 農山漁村文化協会 2016年 318.6/S/5

13 世界でいちばんやさしくて役立つ経済の教科書 /　塚崎公義著. 宝島社 2015年 330/T

14 ディズニーで学ぶ経済学 /　山澤成康著. 学文社 2018年 331/Y 

15 「好き」を仕事にする働き方 : 東京下町のクリエイティブな起業 /　イッサイガッサイ東東京モノづくりHUB編. Book&Design 2018年 335.2136/S 

16 入門会社学のススメ : 学生のうちに学んでおきたい会社の知識 / 松崎和久編 ; 黒川雅之 [ほか] 著 税務経理協会 2015年 335.4/N
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17 日本一学生が集まる中小企業の秘密 : 社員20人なのに新卒採用に1万人が殺到 /　近藤悦康著 徳間書店 2018年 336.42/K

18 グローバルな環境でたくましく生きるためのヒント26 /　田島麻衣子著.  (世界で働く人になる! ; 実践編). アルク 2018年 336.49/T

19 就活生・新社会人のためのプレゼンテーション入門 : 自己紹介からはじめるプレゼンテーションスキル / 赤堀勝彦著 保険毎日新聞社 2014年 336.49/A 

20
働くときのA・B・C : 働く前に、これだけは知っておきたいマナー・ルール・法律　（改訂増補2版）　/　全国労働基準関係団体
連合会企画・編集 ; 日本産業カウンセラー協会編集協力.  (全基連のテキストシリーズ)

全国労働基準関係団体連
合会.

2016年 336.49/H

21 働くための「話す・聞く」 : コミュニケーション力って何? / 上田晶美著 ぺりかん社 2013年 336.49/U

22 ぼくらは働く、未来をつくる。 / AERA編集部著 朝日新聞出版 2014年 366.29/B  

23 就活・転職でもやもやしたら読む本 / はあちゅう著 ゴマブックス 2015年 366.29/I

24 キャリアのみかた : 図で見る110のポイント（改訂版） / 阿部正浩, 松繁寿和編 有斐閣 2014年 366.29/K

25 真夜中のディズニーで考えた働く幸せ / 鎌田洋著 河出書房新社 2014年 366.29/K 

26 キャリアデザイン入門 （第2版）　1　/ 大久保幸夫著 日本経済新聞出版社 2016年 366.29/O/1

27 キャリアデザイン入門 （第2版）　2　/ 大久保幸夫著 日本経済新聞出版社 2016年 366.29/O/2

28 ローカル仕事図鑑 : 新天地のハローワーク / DECO編 技術評論社 2016年 366.29/R

29 世界で働くプロフェッショナルが語る東大のグローバル人材講義 / 江川雅子, 東京大学教養学部教養教育高度化機構編 東京大学出版会 2014年 366.29/S

30 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 2014年 366.29/S

31 女子学生のキャリアデザイン : 自分らしさとワークライフバランス / 野村康則編著 ; 竹内雄司, 段野聡子著 水曜社 2017年 366.38/N

32 ワークライフバランス : 今日から変われる入門講座 / 坂東眞理子, 辰巳渚編著 朝日新聞出版 2008年 366.7/B

33 仕事と就活の教養講座 : 生きのびるための働き方 / 細谷実編著 ; 中西新太郎, 小園弥生著 白澤社 2016年 366/H

34 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 2017年 377.9/D
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35 大学生のためのキャリアガイドブック Ver.2 / 寿山泰二[ほか]著 北大路書房 2016年 377.9/D

36 気づきが導く!成功!キャリアデザイン　/　土井隆司著 武蔵野大学出版会 2018年 377.9/D

37
学生のためのワークルール入門 : アルバイト・インターンシップ・就活でトラブルにならないために /　道幸哲也, 淺野高宏,
職場の権利教育ネットワーク編著 ; 上田絵理 [ほか] 著

旬報社 2018年 377.9/G 

38 インターンシップ : キャリア形成に資する就業体験 (第2版) / 古閑博美編著 学文社 2015年 377.9/I

39 インターンシップ入門 : 就活力・仕事力を身につける / 折戸晴雄, 服部治, 横山皓一編 玉川大学出版部 2015年 377.9/I

40 プレステップキャリアデザイン（第3版） / 岩井洋, 奥村玲香, 元根朋美著 弘文堂 2016年 377.9/I 

41 採用情報で見極めよ!「ホワイト企業」の選び方 / 池内恵介著 同文舘出版 2015年 377.9/I

42 社会人基礎力 : 大学生の社会人準備講座 /　稲本恵子, 白井弘子, 吉浦昌子著 晃洋書房 2018年 377.9/I

43 ある就活 : 紗希と翔と探す充実した仕事にたどり着く方法 / 神保紀秀, 採用学プロジェクト編著 ダイヤモンド社 2014年 377.9/J

44 キャリアデザイン : 社会人に向けての基礎と実践 / 水原道子編著 ; 浅田真理子 [ほか] 著 樹村房 2016年 377.9/K

45 学生時代にキャリア力を身につけよう / 近藤仁著 日本経済評論社 2018年 377.9/K

46 就活ジプシー /　北野正人, 佐川健太郎著. (経営者新書 ; 209)
幻冬舎メディアコンサルティ
ング

2018年 377.9/K

47 キャリアデザイン入門（改訂） / 菊地信一著 光生館 2014年 377.9/K 

48 女子大生のためのキャリアデザイン / 齊藤豊, 内野好郎著 日本教育訓練センター 2015年 377.9/S

49 『四季報』で勝つ就活 : 東洋経済編集長が教える! / 田宮寛之著 三修社 2013年 377.9/T 

50 就活女子 / ツカダマモル編著 ナカニシヤ出版 2013年 377.9/T 

51 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 2013年 377.9/U

52 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 2015年 377.9/W
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53 ゼロからわかる大学生のための就活の敬語マスターBOOK / 小島美津子監修 ナツメ社 2014年 377.9/Z 

54
いま、都市をつくる仕事 : 未来を拓くもうひとつの関わり方 / 日本都市計画学会関西支部次世代の「都市をつくる仕事」研
究会編著

学芸出版社 2011年 518.8/I

55 若者と地域をつくる : 地域づくりインターンに学ぶ学生と農山村の協働 / 宮口侗廸 [ほか] 編著 原書房 2010年 601.1/W

56 ビレッジプライド : 「0円起業」の町をつくった公務員の物語 /　寺本英仁著. ブックマン社 2018年 601.173/T

57 最新ブライダル業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 （第3版）　/　粂美奈子著. 秀和システム 2018年 673.93/K

58 イベントの仕事で働く / 岡星竜美著 ぺりかん社 2015年 674.53/O 

59 最新運輸業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 （第2版） / 中村恵二著 秀和システム 2018年 680/N

60 鉄道業界大研究 / 二宮護著 産学社 2017年 686.21/N

61 最新航空業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載（第3版） / 吉田力著 秀和システム 2018年 687.2/Y 

62 エアラインオペレーション入門 : 航空を支えるプロの仕事（改訂版） / ANA総合研究所編集 ぎょうせい 2015年 687.3/E

63 ANAグランドスタッフ入門 / 中西克吉著 イカロス出版 2014年 687.3/N 

64 空港で働く人たち / 中村正人著 ぺりかん社 2013年 687.3/N

65 素敵なあなたになれる空港グランドスタッフの世界 / 阪口葉子著 イカロス出版 2014年 687.3/S 

66 TEAM ANA羽田&成田空港で働く : ANAエアポートサービスANA成田エアポートサービス仕事の現場に完全密着! イカロス出版 2016年 687.3/T

67 "伝説のCA"の「あなたに会えてよかった」といわれる最上級のおもてなし / 豊澤早一妃著 大和出版 2013年 687.38/T

68 熱血パーサー乗務録 : 地上1万メートルの危機管理 / 田中元一著 西日本新聞社 2011年 687.38/T 

69 客室乗務員になるには / 鑓田浩章著 ぺりかん社 2014年 687.38/Y

70 国際線客室乗務員の仕事 : サービスの経営人類学 / 八巻惠子著 東方出版 2013年 687.38/Y
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71 エアラインguide book : 日本発着国際線&国内線 : 約100社掲載（最新改訂版） / 中西克吉 [ほか] 本文執筆 イカロス出版 2018年 687/E

72 最新航空事業論 : エアライン・ビジネスの未来像（第2版） / 井上泰日子著 日本評論社 2016年 687/I 

73 よくわかる旅行業界　（第2版） / 橋本亮一著 日本実業出版社 2017年 689.6/H

74 観光ガイドになるには / 中村正人著 ぺりかん社 2015年 689.6/N

75
最新旅行業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載（第4版） / 中村恵二, 榎木由紀
子著

秀和システム 2016年 689.6/N

76
最新ホテル業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 （第3版） / 中村恵二, 榎木由
紀子著

秀和システム 2016年 689.81/N

77 ホテル業界大研究　新版 / 中村正人著 産学社 2016年 689.81/N

78 スポーツを仕事にするという選択 : スポーツ業界に転職・就職する方法 /　池上達也著 秀和システム 2018年 780/I 

79 スポーツ業界の歩き方 : スポーツを仕事にしたい人、スポーツの力を信じる人へ / 河島徳基著 ぱる出版 2013年 780/K

80 最新スポーツビジネスの動向がよ〜くわかる本 / 湯浅真弥著.  (How-nual図解入門 . 業界研究). 秀和システム 2017年 780/Y
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