
企画展示第1回目『働くということ』（2009/7/13～2009/8/31)
請求記号 書名 著者 出版者 出版年

141.72∥KAN（一般書架） 働くみんなのモティベーション論 金井壽宏 NTT出版 2006
159.4∥KAN（一般書架） 働く意味 ホームレスだった社長が伝えたい 兼元謙任 大和書房 2007
159.4∥NAG（一般書架） 大切にしたい働くこころ その尊きちから 永田良一 同文舘出版 2007
159.6∥BAN（一般書架） 女性の品格 装いから生き方まで 坂東真理子 PHP研究所 2006
281∥SAK（一般書架） 学校が元気になる NHK課外授業ようこそ先輩制作ノート 坂上達夫 草土文化 2001
304∥HUJ（一般書架） 人生の教科書「よのなか」 藤原和博 筑摩書房 1998
312.1∥IKE（一般書架） 政治のことよくわからないまま社会人になってしまった人へ ひとめでわかる図解入り 池上彰 海竜社 2008
333.8∥KOK∥2010（一般書架） いろんなカタチ提案マガジン エコ×仕事×ボランティア×まなび 国際開発ジャーナル社 2008
335∥CHI（一般書架） 図解会社と仕事の法律がわかる事典 千葉博 三修社 2008
335∥TAK（一般書架） 女性のための「スロービジネス」入門 個人事業主という生き方 たけながかずこ 太陽企画出版 2002
336.3∥PIP（一般書架） チーム・ビルディングの教科書 組織力向上のための最強メソッド 秀和システム 2008
336.4∥OSA（一般書架） ワークライフシナジー 生活と仕事の「相互作用」が変える企業社会 大沢真知子 岩波書店 2008
361.64∥MAT（一般書架） 12歳の大人計画 課外授業ようこそ先輩 松尾スズキ 文芸春秋 2006
364.5∥KON（一般書架） 労働災害・通勤災害のことならこの1冊 河野順一 自由国民社 2007
366.04∥OSA（一般書架） ワークライフバランス社会へ 個人が主役の働き方 大沢真知子 岩波書店 2006
366.38∥GIA（一般書架） 仕事を持つのは悪い母親? シルヴィアンヌ・ジャンピノ 紀伊國屋書店 2002
366.38∥INO（一般書架） 仕事もしたい赤ちゃんもほしい 新聞記者の出産と育児の日記 井上志津 草思社 2004
366.38∥IWA（一般書架） わたし8歳、カカオ畑で働きつづけて。 児童労働者とよばれる2億1800万人の子どもたち 岩附由香 合同出版 2007
366.99∥SUT（一般書架） 激増する過労自殺 彼らはなぜ死んだか 皓星社 2000
367.1∥YAM（一般書架） ここがおかしい「男女共同参画」 暴走する「ジェンダー」と「過激な性教育」 山本彰 世界日報社 2006
367.237∥PIA（一般書架） 母性と仕事に揺れる三十代 イタリア女性たちは語る マリーナ・ピアッツァ ミネルヴァ書房 2007
367.3∥ASA（一般書架） フランス父親事情 浅野素女 築地書館 2007
369.4∥MAK（一般書架） 産める国フランスの子育て事情 出生率はなぜ高いのか 牧陽子 明石書店 2008
369.4∥MAR（一般書架） 出生率の回復とワークライフバランス 少子化社会の子育て支援策 丸尾直美 中央法規出版 2007
370.4∥KYO（一般書架） 先生になってよかった！ 教育実践研究会 東洋館出版社 1997
370.4∥OMU（一般書架） 灯し続けることば 大村はま 小学館 2004
370.4∥OMU（一般書架） 忘れえぬことば 大村はま 小学館 2005
370.4∥OSE（一般書架） 輝け!いのちの授業 大瀬敏昭 小学館 2004
370.4∥OTO（一般書架） だから、僕は学校へ行く！ 乙武洋匡 講談社 2007
370.4∥TOD（一般書架） 教師になるということ 戸田金一 無明舎出版 2001
370.8∥MUK∥55（一般書架） 向山の教師「仕事術」 向山洋一 明治図書出版 2003
374.3∥SAT（一般書架） 教師の仕事を愛する人に 佐藤博之 高文研 2000
374.9∥OTA（一般書架） 養護ってなんだろう 「保健室の先生」といわれる私たちの仕事とその意味 大谷尚子 ジャパンマシニスト社 2007
374.9∥SHI（一般書架） 養護教諭365日の保健室日誌 白鳥クニ子 光陽出版社 2004
374∥YOS（一般書架） 校長先生という仕事 吉田新一郎 平凡社 2005
375.08∥FUJ∥1（一般書架） 世界でいちばん受けたい授業　足立十一中「よのなか」科 藤原和博 小学館 2001
375.8∥OMU（一般書架） 教師大村はま96歳の仕事 大村はま 小学館 2003
375.83∥OMU（一般書架） 22年目の返信 大村はま 小学館 2004
385.9∥CHA（一般書架） ちゃんとした大人のマナーがわかる本 マガジンハウス 2007
385.9∥KUS（一般書架） 25歳までのマナーの本 男女職業を問わず、さわやかに生きる方法 草柳大蔵 大和書房 2007
815.8∥URA（一般書架） 問題だ!そのバイト語 その言葉は耳障り!直すべし、その言い方! 浦野啓子 東洋経済新報社 2006
913.6∥MIZ（一般書架） 夢をかなえるゾウ 水野敬也 飛鳥新社 2007
N041∥HIS（一般書架） 看護とはどんな仕事か　 7人のトップ・ランナーたち 久常節子 勁草書房 2004
N110∥NIG（一般書架） 看護覚え書 フロレンス・ナイチンゲール 現代社 1968
080∥CHI∥659（一般書架） 現代の貧困 ワーキングプア/ホームレス/生活保護 岩田正美 筑摩書房 2007
080∥CHI∥698（一般書架） 仕事と日本人 武田晴人 筑摩書房 2008
080∥CHI∥720（新書） いま、働くということ 大庭健 筑摩書房 2008
080∥CHI∥728（新書） 若者はなぜ正社員になれないのか 川崎昌平 筑摩書房 2008
080∥CHU∥1793（新書） 働くということ グローバル化と労働の新しい意味 ロナルド・ドーア 中央公論新社 2005
080∥IWA∥1105（新書） 演出家の仕事 栗山民也 岩波書店 2007
080∥IWA∥1143（新書） 仕事道楽 スタジオジブリの現場 鈴木敏夫 岩波書店 2008
080∥KOD∥1955（新書） 職業とは何か 梅澤正 講談社 2008
080∥LAC∥178（新書） 働こうとしない人たち 拒絶性と自己愛性 矢幡洋 中央公論新社 2005
080∥LAC∥197（新書） 日本のニート・世界のフリーター 欧米の経験に学ぶ 白川一郎 中央公論新社 2005
E∥HOS（絵本） ぼくたちのコンニャク先生 星川ひろ子 小学館 1996
E∥LEN（絵本） ちいさいしょうぼうじどうしゃ ロイス・レンスキー 福音館書店 1970
E∥THA（絵本） ぼちぼちいこか マイク=セイラー 偕成社 1980
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