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請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

1101 ウ 1 逃げるは恥だが役に立つ　1 海野つなみ 講談社 2013

1101 ウ 2 逃げるは恥だが役に立つ　2 海野つなみ 講談社 2013

1101 ウ 3 逃げるは恥だが役に立つ　3 海野つなみ 講談社 2014

1101 ウ 4 逃げるは恥だが役に立つ　4 海野つなみ 講談社 2014

1101 ウ 5 逃げるは恥だが役に立つ　5 海野つなみ 講談社 2015

1101 ウ 6 逃げるは恥だが役に立つ　6 海野つなみ 講談社 2015

1101 ウ 7 逃げるは恥だが役に立つ　7 海野つなみ 講談社 2016

1101 ウ 8 逃げるは恥だが役に立つ　8 海野つなみ 講談社 2016

1101 ウ 9 逃げるは恥だが役に立つ　9 海野つなみ 講談社 2017

1202  イ どこにも属さないわたし イケムラレイコ 平凡社 2019

1202  ナ わが人生に悔いなし　－時代の証言者として－ なかにし礼 河出書房新社 2019

1202  ナ すきな映画を仕事にして 中野理惠 現代書館 2018

1203　イ 世界を変えた10人の女性 池上彰 文藝春秋 2013

1203　イ 日本の天井　時代を変えた「第一号」の女たち 石井妙子 角川書店 2019

1203　キ 新しい力　－私たちが社会を変える－ 共同通信社/編 新評論 2017

2102　ム 日本型組織の病を考える 村木厚子 KADOKAWA 2018

2105　ヨ 「おひとり」を不安０（ゼロ）で生き抜く女子貯金 横山光昭 祥伝社 2014

2110　ジ 人生の気品
草笛光子
ほか

新日本出版社 2017

2110　ジ 人生の流儀
萩本欽一
ほか

新日本出版社 2016

2110　キ 定年女子　これからの仕事、生活、やりたいこと 岸本裕紀子 集英社 2015

2201　ウ
Q&A　地方公務員の会計年度任用職員制度
増補版　2020年施行対応版！ 鵜養幸雄 ぎょうせい 2018

2201　ク ドイツ人はなぜ、１年に150日休んでも仕事が回るのか 熊谷徹 青春出版社 2015

2201　シ 5年たったら正社員⁈　無期転換のためのワークルール 嶋崎量 旬報社 2018
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2201　フ キャバ嬢なめんな。 布施えり子 現代書館 2018

2201　ホ フィンランド人はなぜ午後４時に仕事が終わるのか 堀内都喜子 ポプラ社 2020

2202　フ 仕事も人生も自分らしく　イマドキ女性管理職の働き方 麓幸子 日経BP 2020

2202　マ マリコ、うまくいくよ 益田ミリ 新潮社 2018

2202　モ 仕事とわたし、どっちが大事なの？　国連ママの子育て記 森田宏子 文藝春秋企画出版部 2017

2205　オ 10年後の仕事図鑑　新たに始まる世界で、君はどう生きるか
落合陽一
堀江貴文

SBクリエイティブ 2018

2205　サ 仕事本 わたしたちの緊急事態日記
左右社編集部/
編

左右社 2020

2205　タ
１

女子のひとり起業　マイペースで働く！ 滝岡幸子 同文館出版 2015

2205　ト 女性のための「起業の教科書」 豊増さくら/編著 日本実業出版社 2018

2205　ニ
テレワーク大全
独自調査と徹底取材で導くアフターコロナ時代の働き方

日経BP総合研
究所

日経BP 2020

2205　ノ
入社１年目から差がついていた

行動が早い人の仕事と生活の習慣
野呂エイシロウ すばる舎 2016

2206　ハ 一生困らない　女子のための「手に職」図鑑 華井由利奈 光文社 2018

2205　バ 仕事も人間関係もうまくいく　大人の気づかい 坂東眞理子 リベラル社 2016

2205　ヒ 給食のおばさん、ブータンへ行く！ 平澤さえ子 飛鳥新社 2017

2205　ミ ねてもさめてもとくし丸　移動スーパーここにあり 水口美穂 西日本出版社 2017

2205　ワ 南極ではたらく　かあちゃん、調理隊員になる 渡貫淳子 平凡社 2019

2206　ア チームのことだけ、考えた。 青野慶久 ダイヤモンド社 2015

2209　エ
農業からあらゆる産業をIoTでつなぎまくる

ＮＴＴドコモアグリガールの突破力
ＮＴＴドコモＩｏＴデザイ
ンプロジェクトチーム 日経BP社 2017

2209　オ ホームレス農園
命をつなぐ「農｝を作る！　若き女性起業家の挑戦

小島希世子 河出書房新社 2014

3103　マ わたしを支えるもの　すーちゃんの人生 益田ミリ 幻冬舎 2019

4101　ウ 派遣添乗員ヘトヘト日記 梅村達 三五館シンシャ 2020

4201　リ 明日の私を助ける　家事貯金　「忙しい」をなくす少しの工夫 leaf 河内智美 KADOKAWA 2018

4201　マ マキ流　やめていい家事 マキ 宝島社 2018

4203　オ はたらく女子の夜遅ごはん おおたわ歩美 大和書房 2014

5209　フ 「パワハラ防止法」対応！　「職場のハラスメント」早わかり 布施直春 PHP研究所 2020

6102　ア わたし、定時で帰ります。 朱野帰子 新潮社 2018

6102　シ たてがみを捨てたライオンたち 白岩玄 集英社 2018

※ほかにも多数ございますので、ぜひご利用ください。 （図書リスト②）


