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1 002 ｼ 1
１６歳の教科書－ドラゴン桜公式副読本　な
ぜ学び、なにを学ぶのか－

７人の特別講義プ
ロジェクト＆モーニ
ング編集部編著

講談社 1500815376

2 002 ｼ 2
１６歳の教科書－ドラゴン桜公式副読本－２
「勉強」と「仕事」はどこでつながるのか

６人の特別講義プ
ロジェクト＆モーニ
ング編集部編著

講談社 1500815368

3 146.89 ﾘ
臨床心理士の仕事図鑑－１１人のプロフェッ
ショナルが本音で語る！－（先輩に聞いてみ
よう！）

植田健太編　山蔦
圭輔編

中央経済社 1500752785

4 159 ﾀﾞ 図解自分を操る超集中力
メンタリストＤａｉＧｏ
著

かんき出版 1500755911

5 159 ﾀﾞ
やり抜く力－人生のあらゆる成功を決める
「究極の能力」を身につける－

アンジェラ・ダック
ワース著　神崎朗
子訳

ダイヤモンド社 1500744964

6 159 ﾅ ハッピー！－人はいつでもやり直せる－
中井俊已著　かた
ぎりもとこ絵

ＰＨＰエディ
ターズ・グルー
プ

1500587033

7 159.4 ｷ
あたりまえだけどなかなかできない働く男子
（ひと）のルール

岸英光著 明日香出版社 1500655038

8 159.4 ｸ
運命の仕事に出会うための本－本当にやり
たいことがみつかる－

久保田展夫〔著〕
クロスメディ
ア・パブリッシ
ング

1500692924

9 159.4 ﾅ
「働くこと」を企業と大人にたずねたい－これ
から社会へ出る人のための仕事の物語－

中澤二朗著
東洋経済新報
社

1500660772

10 159.4 ﾓ
「働く意味」がわからない君へ－ビクトール・
フランクルが教えてくれる大切なこと－

諸富祥彦著
日本実業出版
社

1500714900

11 159.7 ｵ
学校の勉強だけではメシは食えない！－世
界一の職人が教える「世渡り力」「仕事」「成
功」の発想－

岡野雅行著 こう書房 1500621444

12 159.7 ｷ
金持ち父さんの学校では教えてくれないお
金の秘密

ロバート・キヨサキ
著　シャロン・レク
ター著　白根美保
子訳

筑摩書房 1500595135

13 289 ｸ
甘くてかわいいお菓子の仕事－自分流・夢
の叶え方－（１４歳の世渡り術）

ＫＵＮＩＫＡ著 河出書房新社 2500304767

Ｈ３０年４月５月

ＹＡ展示 【夢発見ＢＯＯＫ】
展示期間：４月１日（日）～５月３１日（木）
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14 289 ｻ
さかなクンの一魚一会－まいにち夢中な人
生！－

さかなクン著・イラ
スト・題字

講談社 2500300906

15 289 ﾐ
未来のきみが待つ場所へ－先生はいじめら
れっ子だった－

宮本延春作 講談社 2500279845

16 289.1 ﾊ わたしらしく働く！ 服部みれい著
マガジンハウ
ス

1500738677

17 289.1 ﾐ オール１の落ちこぼれ、教師になる 宮本延春著 角川書店 1500600877

18 289.3 ｱ ぼくは科学の力で世界を変えることに決めた

ジャック・アンドレイ
カ著　マシュー・リシ
アック著　中里京子
訳

講談社 1500747371

19 329.27 ｵ
誰も知らない領事の仕事－異国の空の下、
邦人を守る－

大日方和雄著　船
越博著　山本譲著

創土社 1500723943

20 329.36 ｺ
妹は３歳、村にお医者さんがいてくれたな
ら。－わたしたちが９００万人の人びとに医
療を届けるわけ－

国境なき医師団日
本編著

合同出版 1500698491

21 335.13 ｼﾞ スティーブ・ジョブズ自分を貫く言葉

スティーブ・ジョブズ
〔著〕　アラン・ケン・
トーマス編　長谷川
薫訳

イースト・プレ
ス

1500669906

22 338 ﾔ
ファイナンシャル・プランニング技能士－未
来を一緒につくる！－

柳澤美由紀原作
うだひろえ漫画

金融財政事情
研究会

2500406000

23 366 ｹ
みえない未来相談室。－すきなコトを仕事に
する方法－（１４歳の世渡り術）

ｋ．ｍ．ｐ．著 河出書房新社 2500251745

24 366 ｹﾞ １４歳からの仕事道（よりみちパン！セ　０６）
玄田有史著　１０
０％Ｏｒａｎｇｅ装画・
挿画

理論社 2500246927

25 366 ﾅ
「大好き！」を見つけよう（世の中への扉　生
き方）

中原一歩著 講談社 2500282435

26 366.29 ｲ もっとやりたい仕事がある！ 池上彰著・監修 小学館 1500756067

27
366.29 ｼ
16

仕事のカタログ－「なりたい自分」を見つけ
る！　１６００職種適職ナビゲーター－２０１６
－１７年版（自由国民ガイド版）

自由国民社 1500721707

28 366.29 ﾀ 資格をお金に換える方法 高村祐規子著 中経出版 1500700172
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29
366.29
ﾎﾞ

ぼくらは働く、未来をつくる。－向井理×１２
人のトップランナー－

向井理〔ほか述〕
ＡＥＲＡ編集部著

朝日新聞出版 1500714983

30 367.9 ﾑ
孤独な世界の歩き方－ゲイの心理カウンセ
ラーの僕があなたに伝えたい７つのこと－

村上裕著
イースト・プレ
ス

1500752397

31 376.11 ﾃ ほぉ…、ここがちきゅうのほいくえんか。 てぃ先生著 ベストセラーズ 1500716640

32 376.8 ｲ
スラスラ書ける「志望理由書・小論文」の超
キホン講座　改訂５版（ＹＥＬＬ　ｂｏｏｋｓ）

石橋知也著 エール出版社 1500747769

33 376.8 ﾀ
アタマが良くなる合格ノート術－基本から問
題演習、コーネル大学式ノートまで－

田村仁人〔著〕
ディスカ
ヴァー・トゥエ
ンティワン

1500613862

34 376.8 ﾂ
学年ビリのギャルが１年で偏差値を４０上げ
て慶應大学に現役合格した話

坪田信貴著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1500702178

35
376.8 ﾌ
18

不登校・中退生のための進路相談室－“や
りたいこと”から逆引きで探せる！　通信制
高校　サポート校　高等専修学校　技能連携
校

学びリンク 1500757305

36 376.8 ﾏ
これならできる！高認合格“超基本”テキスト
－中卒・中退・不登校からの高卒資格取得
－

松本肇著　ぼうごな
つこ画

オクムラ書店 1500706211

37 377.9 ｵ ブラックバイトに騙されるな！ 大内裕和著
集英社クリエイ
ティブ

1500747405

38 377.9 ｺ 小島貴子式学生のためのキャリアレッスン 小島貴子著
日本能率協会
マネジメントセ
ンター

1500656697

39 377.9 ｼ
就活生なら誰もが知りたい、だけど聞けない
疑問に現職人事担当者が本音で回答する
本

就活生を応援する
人事担当者の会編

洋泉社 1500686926

40 377.9 ﾔ 「働きたくない」というあなたへ 山田ズーニー著 河出書房新社 1500654536

41 510.7 ｻ
ようこそドボク学科へ！－都市・環境・デザイ
ン・まちづくりと土木の学び方－

佐々木葉監修　真
田純子編著　中村
晋一郎編著　仲村
成貴編著 福井恒

学芸出版社 1500721079

42 591 ｵ
夢をかなえる－ＦＰはライフプランのサポー
ター　「小学生『夢をかなえる』作文全国コン
クール」課題図書－

おぎのひとし
日本ファイナン
シャル・プラン
ナーズ協会

2500403429

43 687 ﾆ
航空会社図鑑（未来をつくる仕事がここにあ
る）

日本航空監修　青
山邦彦絵　日経ＢＰ
コンサルティング編
集

日経ＢＰコンサ
ルティング

2500303306


