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書名 巻次 著者名 出版者
5秒ルール 千田 琢哉∥著 徳間書店
適社内定 村山  涼一∥著 日本経済新聞出版社
仕事。 川村  元気∥著 集英社
わが子が就活を始めるときに読む本 渡部 幸∥著 KADOKAWA
今日から仲居になります 中居  真麻∥著 ＰＨＰ研究所
オトナ女子の整理術 新星出版社編集部∥編 新星出版社
校閲ガール 宮木  あや子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
いちいち“他人”に振り回されない心のつくり方 中島  美鈴∥著 大和出版
自分らしく働くパラレルキャリアのつくり方 三原 菜央∥著 秀和システム
２時間で折れない心を手に入れるアドラー心理学 岩井  俊憲∥著 宝島社
自分を捨てる仕事術 石井  朋彦∥著 ＷＡＶＥ出版
人生が整う家事の習慣 本間 朝子∥監修 西東社
会社を綴る人 朱野 帰子∥著 双葉社
先生も大変なんです 江澤 隆輔∥著 岩波書店
資格試験に超速で合格(うか)る勉強法 尾本 一明∥著 すばる舎
ご用命とあらば、ゆりかごからお墓まで 真梨 幸子∥著 幻冬舎
とにかくうちに帰ります 津村　記久子∥著 新潮社
できない男 額賀 澪∥著 集英社
「一緒に働きたい」と思われる心くばりの魔法 桜井  恵里子∥著 サンクチュアリ出版
天職 天野 篤∥著 プレジデント社
メンズファッションバイヤーMBが教えるビジネ
スコーデベスト100

MB∥著 ポプラ社

奇跡の本屋をつくりたい 久住 邦晴∥著 ミシマ社
わたし、定時で帰ります。 朱野 帰子∥[著] 新潮社
段取り上手のメール 中川路 亜紀∥著 文藝春秋
女子の副業 滝岡 幸子∥著 青春出版社

科学的に自分を変える39の方法 堀田 秀吾∥[著]
クロスメディア・パ
ブリッシング

司書のお仕事 2 大橋 崇行∥著 勉誠出版
なぜ、彼らは「お役所仕事」を変えられたのか? 加藤 年紀∥著 学陽書房
ちょっとケニアに行ってくる 池田 正夫∥著 彩流社
だから僕は、ググらない。 浅生 鴨∥著 大和出版
働く女子に明日は来る! 中澤 日菜子∥著 小学館
14歳で“おっちゃん”と出会ってから、15年考え
つづけてやっと見つけた「働く意味」

川口 加奈∥著 ダイヤモンド社

派遣社員あすみの家計簿 青木 祐子∥著 小学館
メモ活 上阪 徹∥著 学研プラス
ハンドメイド作家売れっ子になる法則 沼里  良枝∥監修 ナツメ社
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メモの変態が手帳をスマホに変えた理由(わけ) 堀越 吉太郎∥著
小学館集英社プロダ
クション

「山奥ニート」やってます。 石井 あらた∥著 光文社
1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科 藤尾 秀昭∥監 致知出版社
働く人のための感情資本論 山田 陽子∥著 青土社
花咲舞が黙ってない 池井戸 潤∥著 中央公論新社
不祥事 池井戸  潤∥〔著〕 講談社

仕事も毎日も整う!働く女子の時間のルール
日経WOMAN編集部
∥編

日経BP社

もう通勤服に悩まない 小山田 早織∥著 講談社
書店ガール 〔１〕 碧野  圭∥著 ＰＨＰ研究所
神速パソコン仕事術見るだけノート 岡田 充弘∥監修 宝島社
働き方5.0 落合 陽一∥著 小学館
謎解き広報課 天祢  涼∥著 幻冬舎
働き方 稲盛　和夫∥著 三笠書房
流されるな、流れろ! 川崎 昌平∥著 洋泉社
社長の「まわり」の仕事術 上阪 徹∥著 インプレス
ナリワイをつくる 伊藤　洋志∥著 東京書籍

職業としての小説家 村上  春樹∥著
スイッチ・パブリッ
シング

スクールステーショナリーガイドBOOK オダギリ 展子∥著 学事出版
宇宙飛行士野口聡一の全仕事術 野口 聡一∥著 世界文化ブックス

化学者になるための本 齋藤 勝裕∥著
シーアンドアール研
究所

「修養」の日本近代 大澤 絢子∥著 NHK出版
スマホではじめるビデオ会議Zoom & Microsoft
Teams

武井 一巳∥著 技術評論社

疲れないパソコン仕事大全 大林 ひろこ∥著 技術評論社
旅は終わらない 芦原 伸∥著 毎日新聞出版
すごいお母さん、ＥＵの大統領に会う 尾崎  美恵∥著 文芸春秋
ハラスメントとメンタルヘルス対策 古見 明子∥著 同文舘出版
世界で学ぶ、働くことは生きること 生田 博子∥編著 書肆侃侃房
正社員になる履歴書・職務経歴書の書き方 就活フォーラム21∥著 自由国民社
この世にたやすい仕事はない 津村  記久子∥著 日本経済新聞出版社
コーチ! 青木 祐子∥[著] 講談社
働く女子と罪悪感 浜田 敬子∥著 集英社
司書のお仕事 大橋 崇行∥著 勉誠出版
やりたいことはよくわかりませんが、私の適職教
えてください!

田中 勇一∥著 徳間書店
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文芸ピープル 辛島 デイヴィッド∥著 講談社
ライフピボット 黒田 悠介∥著 インプレス

世界初のビジネス書
ベネデット  コトルリ
∥[著]

すばる舎

メンタルが弱い人は「転職」「副業」で人生を変
える!

池田 佑樹∥[著]
クロスメディア・パ
ブリッシング

死ぬまで、働く。 池田 きぬ∥著 すばる舎
てしごと あさの あつこ∥著 徳間書店
ワーママはるのライフシフト習慣術 尾石 晴∥著 フォレスト出版
私を振り回してくるあの人から自分を守る本 Joe∥著 WAVE出版
転職の魔王様 額賀 澪∥著 PHP研究所
店長がバカすぎて 早見 和真∥[著] 角川春樹事務所
シェフたちのコロナ禍 井川 直子∥著 文藝春秋
年34日だけの洋品店 井形 慶子∥著 集英社
明日はきっと 久保寺 健彦∥[著] KADOKAWA
好きなものを売って10年続く店をつくる 碓井 美樹∥著 KADOKAWA
魂の退社 稲垣  えみ子∥著 東洋経済新報社
世界一の庭師の仕事術 石原　和幸∥著 ＷＡＶＥ出版
私は古書店勤めの退屈な女 中居　真麻∥著 宝島社
神様からひと言 荻原／浩∥著 光文社
ひよっこ社労士のヒナコ 水生 大海∥著 文藝春秋
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