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☆働き方＆これからのキャリアを考える

書　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

本当の仕事
自分に嘘をつかない生き方・働き方

榎本英剛／著
日本能率協会マネ
ジメントセンター

2014.12 159.4エ

３年後のあなたを変える働き方
仕事を“任される人”になりなさい！

富永由加里／著 すばる舎 2015.2 159.4ト

女性社員の心得
男性社会で生きる女性の処世術

古市今日子／著 労働調査会 2013.3 159.4フ

「あなたには、ずっといてほしい」と会社で言
われるために、いますぐはじめる４５のこと

藤井佐和子／著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

2013.12 159.4フ

女子社員のためのビジネスノート
女子社員こそボードを目指せ！

吉越浩一郎／著 ワック 2012.10 159.4ヨ

はたらく女性のための「転機」をチャンス
に変える本

菊入みゆき／著 河出書房新社 2013.3 159.6キ

ＬＥＡＮ　ＩＮ
女性、仕事、リーダーへの意欲

シェリル・サンドバーグ
／著

日本経済新聞出版
社

2013.6 335.1サ

女性管理職のＦＡＱ 森本千賀子／著 朝日新聞出版 2013.6 336.3モ

なぜ、彼女たちの働き方はこんなに美し
いのか

麓幸子／編、日経ＢＰ
ヒット総合研究所／編

日経ＢＰ社 2015.6 336.4ナ

「働く居場所」の作り方
あなたのキャリア相談室

花田光世／著
日本経済新聞出版
社

2013.6 366.2ハ

一歩先のキャリアへ！
女性リーダーが語る働き方の知恵

２１世紀職業財団／編
著

東京図書出版 2015.6 366.3イ

☆強みと課題を発掘

書　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

人生も仕事も豊かになる！働き女子の
必読本３００冊

日経ＢＰ社 2013.11 Ｌ019.9ジ

なぜ女は男のように自信をもてないの
か

キャティー・ケイ／著
クレア・シップマン／著

ＣＣＣメディアハウス 2015.6 143.5ケ

勝間・藤巻に聞け！「仕事学のすすめ」
自分ブランドで課題克服

勝間和代／著
藤巻幸夫／著

日本放送出版協会 2009.10 159.4カ

女性が知っておくべきビジネスのオキテ
パット・ハイム／著
スーザン・Ｋ．ゴラント／著

ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

2014.3 159.4ハ

仕事の不安を一つひとつツブしていくや
り方　五つの壁の乗り越え方

山崎万里子／著 毎日新聞社 2013.12 159.4ヤ

「ずっと働いてほしい」と言われる人の仕
事力

山本幸美／著 ぱる出版 2011.5 159.4ヤ

セルフ・ファシリテーション
本物の自信を手に入れる

森時彦／著
田中淳子／著

ダイヤモンド社 2013.9 336.2モ

「だから女はダメなんだ」と言われない女
性リーダーの心得

古谷治子／著
日経ＢＰコンサル
ティング

2014.10 336.3フ

「部下力」のみがき方
上司を上手に使って仕事を効率化する

新名史典／著 同文舘出版 2012.6 336.4シ

なぜ昇進するのはいつもあなたではな
いのか

ジェーン・ホラン／著
阪急コミュニケー
ションズ

2014.7 336.4ホ

キャリアアップを目指す女性のために 
～リーダーシップから時短本まで～ 



☆リーダーとして必要なスキル＆部下マネジメントを学ぶ

書　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

働く女性の行動科学マネジメント
仕事も、プライベートもうまくいく！

石田淳／著 学研パブリッシング 2014.3 159.4イ

世界標準の働き方
日本式ガラパゴス仕事から脱しよう

吉越浩一郎／著 日本文芸社 2014.6 159.4ヨ

リーダーのための！ファシリテーション
スキル

谷益美／著 すばる舎 2014.7 336.2タ

できるリーダーはなぜメールが短いのか
残業ゼロで「圧倒的な成果」を上げる仕事術

安藤哲也／著 青春出版社 2015.3 336.3ア

好かれる女性リーダーになるための五
十条

有川真由美／著 集英社 2014.12 336.3ア

女性のためのリーダーシップ術 猪俣恭子／著
幻冬舎メディアコン
サルティング

2014.5 336.3イ

仕事を任せる新しいルール
残業ゼロで好業績のチームに変わる

小室淑恵／著
工藤真由美／著

かんき出版 2014.7 336.3コ

リーダーの使命とは何か
フランシス・ヘッセルバイ
ン／著

海と月社 2012.10 336.3ヘ

リーダーシップが面白いほど身につく本 守谷雄司／著 中経出版 2010.10 336.3モ

一生使える「女性リーダー」の教科書
「あの人についていきたい」といわれる

山本幸美／著 大和出版 2015.6 336.3ヤ

奉仕するリーダーになりなさい
世界ナンバー２セールスウーマンの奮闘

和田裕美／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2013.10 336.3ワ

あたりまえだけどなかなかできない叱り
方のルール

斎藤直美／著 明日香出版社 2011.3 336.4サ

最新コーチングの手法と実践がよ～くわ
かる本

谷口祥子／著 秀和システム 2012.2 336.4タ

世界のリーダーに学んだ自分の考えの
正しい伝え方

橘・フクシマ・咲江／著 ＰＨＰ研究所 2014.9 336.4フ

部下育成にもっと自信がつく本 松下直子／著 同文舘出版 2014.1 336.4マ

〈女神的〉リーダーシップ　世界を変えるの
は、女性と「女性のように考える」男性である

ジョン・ガーズマ／著
マイケル・ダントニオ／著

プレジデント社 2013.12 361.4ガ

愛され笑顔のつくり方
誰でもできる表情レッスン

広瀬真奈美／著 サンマーク出版 2008.2 595ヒ

☆ロジカルに考える＆プレゼンのコツ

書　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

ビジネスは論理力
ＭＢＡでは学べないロジカル・シンキング

北島雅之／著 アスペクト 2008.4 336キ

それちょっと、数字で説明してくれる？と言
われて困らないできる人のデータ・統計術

柏木吉基／著 ＳＢクリエイティブ 2015.8 336.1カ

最新企画書の作り方と見せ方がよ～く
わかる本

藤木俊明／著 秀和システム 2011.3 336.1フ

練習１５分論理力トレーニング教室
はじめて学ぶロジカルシンキング

新田祥子／著
日本能率協会マネ
ジメントセンター

2008.12 336.2ニ

はじめてのロジカルシンキング
３つのステップで考える！

渡辺パコ／著 かんき出版 2008.9 336.2ワ

働く女性のプレゼン演出（プロデュース）
術

村松かすみ／著
稲垣由紀／著

総合法令出版 2010.8 336.4ム

スティーブ・ジョブズのプレゼン資料はな
ぜスゴイのか？

山橋美穂／著 ゴマブックス 2015.8 336.4ヤ

心くばりの文章術 高橋麻奈／著 文芸春秋 2008.3 336.5タ



☆話し方＆コミュニケーション

書　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

女子の人間関係
整理整頓

水島広子／著 サンクチュアリ出版 2014.4 143.5ミ

部下に自分の考えが〈しっかり伝わる〉
話し方

岩舩展子／著
ＰＨＰエディターズ・
グループ

2011.4 336.3イ

１万人の体験から学んだ「聞く技術」 大塚寿／著 ＰＨＰ研究所 2013.8 336.4オ

できる大人のモノの言い方・話し方
好感度バツグンの伝え方が身につく

杉山美奈子／著 高橋書店 2013.5 336.4ス

なぜかうまくいく人の「聞く」技術
アクティブリスニング

谷本有香／著 ダイヤモンド社 2015.5 336.4タ

ちょっとした“気配り”で仕事も人間関係
もラクになる！

林文子／著 秀和システム 2015.7 336.4ハ

女性のためのもっと上手な話し方 日野佳恵子／著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

2015.4 336.4ヒ

カドを立てずに言いたいことを言う方法 平原由美／著 サンマーク出版 2014.1 336.4ヒ

あの部下が動き出す聞き方・話し方 福田健／著
日本経済新聞出版
社

2013.4 336.4フ

叱られる力 阿川佐和子／著 文芸春秋 2014.6 361.4ア

伝え方の教科書
誰からも「わかりやすい！」と言われる

木暮太一／著 ＷＡＶＥ出版 2013.7 361.4コ

人の心をひらく技術
仕事と人生が変わる「聞き方」「話し方」

小松成美／著 メディアファクトリー 2010.9 361.4コ

会話に強くなる
話す力・聞く力を育てる３３のメソッド

斎藤孝／著
坂東真理子／著

徳間書店 2014.1 361.4サ

「ほめ言葉」ブック
いいことがいっぱい起きる！

平木典子／著、アサーショ
ン研究グループ／著

大和出版 2008.2 361.4ヒ

アサーションの心
自分も相手も大切にするコミュニケーション

平木典子／著 朝日新聞出版 2015.4 361.4ヒ

図解相手の気持ちをきちんと〈聞く〉技術 平木典子／著 ＰＨＰ研究所 2013.10 361.4ヒ

「なぜか怒っている人」の取り扱い説明
書

藤井雅子／著 ＰＨＰ研究所 2015.2 361.4フ

☆働く女性の品格＆マナーとは

書　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

大人の女はどう働くか？　絶対に知ってお
くべき考え方、ふるまい方、装い方

ロイス・Ｐ．フランケル／
著

海と月社 2014.8 159.4フ

女性の知性の磨き方
お手本のない時代を生きる

坂東真理子／著 ベストセラーズ 2015.3 159.6バ

ビジネスファッションルール
武器としての服装術

大森ひとみ／著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

2013.5 336.4オ

言葉の化粧
働く女性のすてきな会話術

北原保雄／著 ホーム社 2009.4 336.4キ

仕事ができる女性になるビジネスマナー
の法則

日経ＢＰ社 2015.2 L336.4シ

誰にでも選ばれる人の「マナー」マネジメ
ント

正門律子／著 マガジンハウス 2010.9 336.4マ

コミュニケーションのための話し方練習
帳

山田陽子／著 黎明書房 2012.9 361.4ヤ

おしゃれの教科書
働く女性のワードローブ

高橋みどり／著 講談社 2011.9 589.2タ



☆仕事＆プライベートを両立させる知恵

書　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

あなたが輝く働き方 小室淑恵／著 ＰＨＰ研究所 2013.11 159.4コ

仕事が速い女性がやっている時間の
ルール

日経ＢＰ社 2014.12 L336.2シ

「私らしく」働くこと
自分らしく生きる「仕事のカタチ」のつくり方

一田憲子／著 マイナビ 2015.7 366.3イ

子育てがプラスを生む「逆転」仕事術
産休・復帰・両立、すべてが不安なあなたへ

小室淑恵／著 朝日新聞出版 2014.1 366.3コ

共働きファミリーの仕事と子育て両立バ
イブル　マンガでわかる！

日経ＤＵＡＬ／編 日経ＢＰ社 2014.12 366.3ト

これで解決。働くママが必ず悩む３６の
こと

毛利優子／著 日本実業出版社 2015.5 366.3モ

大切な人ともっとうまくいく「気持ちの伝
え方」

平木典子／著
野末武義／著

三笠書房 2013.12 367.3ヒ

親の介護が必要になったときにやるべ
きこと

中村寿美子／著 ＰＨＰ研究所 2015.2 369.2ナ

働きながら、親をみる
自分の人生をあきらめない介護

和田秀樹／著 ＰＨＰ研究所 2015.6 369.2ワ

家事の捨て方
「まかせて」「シェア」して毎日がもっと輝く

大沢和美／著 ＣＣＣメディアハウス 2014.12 590オ

１００％マネできるラク家事＆おうち仕事
の時短術　ホントに手間なくできちゃいます！

晋遊舎 2014.8 L590ヒ

共働きごはん　夕食を作りながら、作りおきも
できる！

上田淳子／著 主婦の友社 2014.10 596ウ

はたらく女子の夜遅ごはん おおたわ歩美／著 大和書房 2014.9 596オ

パパのトリセツ おおたとしまさ／〔著〕
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

2012.8 599オ

☆ストレスをため込む前に

書　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

「ダメな私」に○をする 香山リカ／著 中央法規出版 2012.9 143.5カ

誰と一緒でも疲れない「聴き方・話し方」
のコツ　対人関係療法のプロが教える

水島広子／著 日本実業出版社 2014.2 146.8ミ

心を削らない働き方
ほんとうの自信を育てる６つのレッスン

山口由起子／著
阪急コミュニケー
ションズ

2013.12 159.4ヤ

サイボーグを目指さないことにした、働く
私の「自分時間」

大美賀直子／著
アスカ・エフ・プロダ
クツ

2010.2 159.6オ

リーママたちへ
働くママを元気にする３０のコトバ

博報堂リーママプロジェ
クト／著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015.1 366.3ハ

女性のイライラがスッキリ消える食事 定真理子／著 マイナビ 2013.9 495ジ

自分を「もっと大切に」する生き方
働く女性のストレス対策

鴨下一郎／著 新講社 2013.10 498.3カ

女性のためのセルフ・エスティーム
ステファニー・Ｗ．ディロン／著
Ｍ．クリスティナ・ベンソン／著 ヴォイス 2013.7 498.3デ
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