
 ２０１５年３月特集展示「働くということ。」

請求記号 書名 著者名 出版者名
007ア プログラマーは芸術家であり、職人だ 浅井　治 ルネッサンスブックス
070カ フォトジャーナリストが見た世界 川畑　嘉文 新評論
159ア 働く女 有川　真由美 廣済堂あかつき
159イ 仕事が嫌になった人へ 岩元　貴久 ＰＨＰ研究所
159オ 稼ぐ力 大前　研一 小学館
159カ 稲盛和夫の仕事入門 神田　嘉延 プレジデント社
159ク サラリーマンは、二度会社を辞める。 楠木　新 日本経済新聞出版社
159ヤ 仕事で遊ぶナンバ術 矢野　龍彦 ミシマ社
233ロ 図説「最悪」の仕事の歴史 トニー・ロビンソン 原書房

289.1カ なぜ、はたらくのか 加藤　寿賀 主婦の友社
319.8セ 職業は武装解除 瀬谷　ルミ子 朝日新聞出版
335タ 普通の会社員がフリーランスで稼ぐ 田中　美和 ディスカヴァー・トゥエンティワン

335タ ノマドと社畜 谷本　真由美 朝日出版社
335ナ フリーで働く前に！読む本 中山　マコト 日本経済新聞出版社
335.2コ ブラック企業ビジネス 今野　晴貴 朝日新聞出版
361.8カ ワーキングプアは自己責任か 門倉　貴史 大和書房
366ア ブラック企業経営者の本音 秋山　謙一郎 扶桑社
366カ 自爆営業 樫田　秀樹 ポプラ社
366コ 働く意味 小島　貴子 幻冬舎
366コ ブラック企業ＶＳモンスター消費者 今野　晴貴 ポプラ社
366ト 働く理由　続 戸田　智弘 ディスカヴァー・トゥエンティワン

366ト 働く理由 戸田　智弘 ディスカヴァー・トゥエンティワン

366ヒ あ、「やりがい」とかいらないんで、とりあえず残業代ください。 日野　瑛太郎 東洋経済新報社
366.2ア 職業外伝 秋山　真志 ポプラ社
366.2ア 職業外伝　続 秋山　真志 ポプラ社
366.2オ 雇用改革の真実 大内　伸哉 日本経済新聞出版社
366.2カ 若者はなぜ正社員になれないのか 川崎　昌平 筑摩書房
366.2キ 長く働いてきた人の言葉 北尾　トロ 飛鳥新社
366.2サ ザ・求人欄 求人欄研究会 ＴＯブックス
366.2シ ３年で辞めた若者はどこへ行ったのか 城　繁幸 筑摩書房
366.2シ ７割は課長にさえなれません 城　繁幸 ＰＨＰ研究所
366.2タ 自分らしいキャリアのつくり方 高橋　俊介 ＰＨＰ研究所
366.2テ 天職ガールズ ＤＥＬＵＸＥ　ＣＯＮＴＩＮＥＮＴＡＬ サンワード・コミュニケーションズ

366.2ハ はたらきたい。　ほぼ日の就職論 糸井　重里 東京糸井重里事務所
366.2ハ 若者と労働 濱口　桂一郎 中央公論新社
366.2ヘ ヘンな求人３００連発！！！ 鉄人社
366.2マ 仕事がない！ 増田　明利 平凡社
366.2ミ ふむふむ　おしえて、お仕事！ 三浦　しをん 新潮社
366.2ム 玄人ですもの 室井　滋 中央公論新社
366.2モ 就職とは何か 森岡　孝二 岩波書店
366.2ヤ 職人になるガイド 山中　伊知郎 新講社
366.2ワ 若者はなぜ「会社選び」に失敗するのか 渡邉　正裕 東洋経済新報社
366.3オ 会社が教えてくれない「働き方」の授業 小倉　一哉 中経出版
366.3オ 私だって働きたいっ！ 小澤　佳代子 ヴィヴル
366.3ハ パワハラにあったときどうすればいいかわかる本 いじめ・メンタルヘルス労働者支援センター 合同出版
366.3ホ 働く女性が子どもを産むとき読む本 北條　麻木 ロコモーションパブリッシング

366.7ア 新しいパパの働き方 ファザーリング・ジャパン 学研教育出版
366.7オ 男たちのワーク・ライフ・バランス ヒューマンルネッサンス研究所 幻冬舎ルネッサンス
366.9コ 日本人はいつから働きすぎになったのか 礫川　全次 平凡社
367.6ク 無業社会 工藤　啓 朝日新聞出版
384シ イギリス職人ばなし 塩野　米松 晶文社
384シ 知ってるようで知らない日本の職業 ことば探偵団 幻冬舎コミックス

498.8フ 早死にする仕事、長生きする仕事 古井　祐司 マガジンハウス
525タ 鳶　上空数百メートルを駆ける職人のひみつ 多湖　弘明 洋泉社
599ハ 働くママの仕事と育児 たまごクラブ ベネッセコーポレーション

651モ 森ではたらく！ 古川　大輔 学芸出版社
659タ 女猟師 田中　康弘 〓出版社
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B662シ 聞き書きにっぽんの漁師 塩野　米松 筑摩書房
673オ 探偵の技法 大沢　知己 イースト・プレス
673ハ バーテンダーパーフェクトガイド 渡邉　一也 ナツメ社
674オ チンドン　聞き書きちんどん屋物語 大場　ひろみ バジリコ
680シ 女子のりもの系就職図鑑 東京乗り物研究会 光人社
764イ オーケストラの職人たち 岩城　宏之 文芸春秋
767オ サブカルで食う 大槻　ケンヂ 白夜書房
772ユ 夢で食えると思うなよ ＢＳ１１「柳家喬太郎の粋ダネ！」研究会 理論社
779マ お笑い芸人就職読本 増田　晶文 草思社
910メ 明治の職業往来 池田　功 世界思想社
BFエ エール！　お仕事小説アンソロジー　１ 大崎　梢 実業之日本社
BFエ エール！　お仕事小説アンソロジー　２ 坂木　司 実業之日本社
Fエ 起業の砦 江波戸　哲夫 講談社
Fエ 東京タワーが見えますか。 江上　剛 講談社

BFオ メリーゴーランド 荻原　浩 新潮社
Fオ プリティが多すぎる 大崎　梢 文藝春秋
Fカ モップガール 加藤　実秋 小学館
Fク ハロワ！ 久保寺　健彦 集英社
Fシ あぽわずらい 新野　剛志 文藝春秋
Fシ あぽやん 新野　剛志 文藝春秋
Fシ 恋する空港　あぽやん　２ 新野　剛志 文藝春秋
Fタ ロード＆ゴー 日明　恩 双葉社
Fハ 総理の夫 原田　マハ 実業之日本社
Fミ 神去なあなあ夜話 三浦　しをん 徳間書店

BFヤ ある日、アヒルバス 山本　幸久 実業之日本社
BFヤ とげ 山本　甲士 小学館
BFヤ カイシャデイズ 山本　幸久 文藝春秋
Fヤ 寿フォーエバー 山本　幸久 河出書房新社
Fヤ 床屋さんへちょっと 山本　幸久 集英社
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