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1 理系の女の生き方ガイド : 女性研究者に学ぶ自己実現法 (ブルーバックス ; B-1307).
宇野賀津子, 坂東昌子
著

講談社 2000.10

2 独立国家のつくりかた (講談社現代新書 ; 2155). 坂口恭平著 講談社 2012.5

3 7つの習慣 : 成功には原則があった!
スティーブン・R・コ
ヴィー著 ; ジェームス・
スキナー, 川西茂訳

キング・ベアー出版 1996.12

4 ハイ・コンセプト : 「新しいこと」を考え出す人の時代
ダニエル・ピンク著 ; 大
前研一訳

三笠書房 [2006.5]

5 自助論. -- [改訂新版]
サミュエル・スマイルズ
著 ; 竹内均訳

三笠書房 [2002.4]

6 TQ : 心の安らぎを発見する時間管理の探究
ハイラム・W・スミス著 ;
黄木信,ジェームス・ス
キナー訳

キングベアー出版 1999.2

7 知的巨人たちの晩年 : 生き方を学ぶ 稲永和豊著 講談社 1997.1
8 小さな会社のすごい社長! 羽山直臣著 フォレスト出版 2006.8

9 知識創造のワークスタイル : 来るべきユビキタス社会における新しい働き方の提案
次世代オフィスシナリオ
委員会編

東洋経済新報社 2004.12

10 「仕組み」仕事術 : 最少の時間と労力で最大の成果を出す 泉正人 [著]
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

2008.3

11 ビジネスモデルYou : キャリア再構築のための1ページメソッド

ティム・クラーク著 ; ア
レックス・オスターワル
ダー&イヴ・ピニュール
共著 ; 神田昌典訳

翔泳社 2012.10

12 日本人の仕事 鎌田慧著 平凡社 1986.9

13 自分の仕事をつくる (ちくま文庫 ; [に-8-1]). 西村佳哲著 筑摩書房 2009.2

14 自分をいかして生きる (ちくま文庫 ; [に8-2]). 西村佳哲著 筑摩書房 2011.6

15 なぜ仕事するの? (角川文庫 ; 11855). 松永真理[著] 角川書店 2001.2

「人生をデザインする本」～「働く」こと、「生きる」ことを考える～
展示期間：2013年1月16日(水)～2月28日(木) 展示場所：1Fアメニティゾーン

卒業、就職活動シーズンが近づいてきました。
新しい道に進もうとしている今だからこそ、人生の先輩の声に耳をかたむけ、

働くこと、生きることについてじっくり考えてみてはいかがですか。

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00012867
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060692
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00010341
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00055041
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00061006
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00010306
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW20003239
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00048025
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00047614
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00046416
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062251
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00003563
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062247
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062248
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00047563
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16 現代の職人
石山修武著 ; 藤塚光政
写真

晶文社 1991.2

17 大学教授という仕事. -- 増補新版 杉原厚吉著 水曜社 2012.11

18 だから、僕らはこの働き方を選んだ : 東京R不動産のフリーエージェント・スタイル
馬場正尊, 林厚見, 吉里
裕也著

ダイヤモンド社 2011.12

19 なんのための仕事? 西村佳哲著 河出書房新社 2012.4

20
心にしみる天才の逸話20 : 天才科学者の人柄、生活、発想のエピソード (ブルーバックス ;
B-1320).

山田大隆著 講談社 2001.2

21
理系のための人生設計ガイド : 経済的自立から教授選、会社設立まで (ブルーバックス ; B-
1596).

坪田一男著 講談社 2008.4

22
理系のための研究生活ガイド : テーマの選び方から留学の手続きまで. -- 第2版 (ブルー
バックス ; B-1671).

坪田一男著 講談社 2010.2

23 会社のつくり方 : 成毛流「起業心得」 (日経文庫 ; 1081). 成毛眞著 日本経済新聞社 2005.11

24 セルフ・コーチング入門 (日経文庫 ; 1102). 本間正人, 松瀬理保著 日本経済新聞社 2006.4

25 山男にみる生き方の研究 : あるクライマーの肖像
アル・アルヴァレズ〔著〕
; 井上謙治訳

新潮社 1990.1

26 人生に必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだ
ロバート・フルガム著 ;
池央耿訳

河出書房新社 1990.5

27
プロフェッショナルの条件 : いかに成果をあげ、成長するか (はじめて読むドラッカー ; 自己実
現編).

P.F.ドラッカー著 ; 上田
惇生編訳

ダイヤモンド社 2000.6

28 四十歳で五つの会社の社長になる : すべては「夢と志」から始まった 船井哲良著 PHPパブリッシング 2010.10
29 自分の仕事をつくる 西村佳哲著 晶文社 2003.9

30
わたしのはたらき (自分の仕事を考える3日間 / 西村佳哲著 ; 奈良県立図書情報館 [企画・
協力] ; 3).

西村佳哲著 弘文堂 2011.12

31 いま、地方で生きるということ 西村佳哲著 ミシマ社 2011.8
32 かかわり方のまなび方 西村佳哲著 筑摩書房 2011.2

33 二十歳 (はたち) の君へ : 16のインタビューと立花隆の特別講義
東京大学立花隆ゼミ,
立花隆著

文藝春秋 2011.1

34 「理系」という生き方 (講談社文庫 ;  [ま-56-2] . 理系白書 ; 2).
毎日新聞科学環境部
[編]

講談社 2007.12

35 理系白書 : この国を静かに支える人たち (講談社文庫 ; [ま-56-1]).
毎日新聞科学環境部
[編]

講談社 2006.6

36 山中伸弥先生に、人生とiPS細胞について聞いてみた 山中伸弥, 緑慎也著 講談社 2012.10
37 ニートの歩き方 : お金がなくても楽しく暮らすためのインターネット活用法 pha著 技術評論社 2012.9
38 「合う・合わない」で仕事は決めなさい : 一生続けられる職種の選び方 長谷真吾著 技術評論社 2012.7

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00009243
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00061186
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062253
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062249
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00035939
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00035939
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00051625
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00051625
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00055641
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00055641
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00039884
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00045680
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00040369
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00039283
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00056141
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00056141
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00057333
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00059973
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00059974
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00059974
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00059976
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00059977
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00059978
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060547
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060548
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062060
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062061
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062066
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39 シェアハウス : わたしたちが他人と住む理由
阿部珠恵, 茂原奈央美
著

辰巳出版 2012.11

40 時間の使い方のうまい人・へたな人 (知的生きかた文庫). 斎藤茂太著 三笠書房 1996.1

41 生き方 : 人間として一番大切なこと 稲盛和夫著 サンマーク出版 2004.8

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062067
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00025101
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00047359
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