
発行： 奈良女子大学 
     男女共同参画推進機構  
     キャリア開発支援本部 
     H棟501  
    Tel/Fax：0742-20-3572  
    career-k@cc.nara-wu.ac.jp  
    http://cdpd.nara-wu.ac.jp 

ポストドクター・キャリア開発事業 

 キャリア開発支援本部では、キャリアパスを形成する時期が出産・育児期と重なる女性ポストドクターの 
≪キャリアの壁≫ を打開して、専門分野の知識だけでなく転用可能なスキルの活用方法を見い出し、多

様な生き方・働き方への視野を広げられるよう支援しています。  

過去のセミナー 
DVDで 

視聴できます!! 

支援プログラムその1 

 4分野のセミナーを開催。

今回は、様々な働き方の
提案、キャリアセミナー
（ビジネススキル）を紹介
します。 

参加者の声(一部抜粋） 

☆松下幸之助さんに関しては、名前や業績は知っていたもの
の、その生い立ちや理念については知らなかったため、今
回詳しく知ることができて興味深かった。特に自分自身が現
在求職中で、出来ることならば自分の興味ある職を得たい
と考えていたが、「企業は公器、仕事は公事」というように企
業や仕事は、世の中のためのものであり、社会から求めら
れて初めて成立する、という考えを知り、職に対する考えを
改める必要を感じた。 

☆仕事の進め方を聞かせていただき、いい勉強になりました。
社会への進出や人生の生き方はかなり心に刺激を与えま
した。仕事についての新しい考え方が生み出されました。 

博士のお茶会 

〇(縁)のつく日に 
開催してます！ 

支援プログラムその2 

楽しい♪ 
個人ワーク 
自己分析 

支援プログラムその3 

 何でも気楽にみなさん
でおしゃべり・情報交換し
ませんか？ 
 アットホームな雰囲気
の中で、専門分野が違う
人とも楽しく知り合えます。 
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 キャリアの選択に影響する様々な要
因に関して自分自身をていねいに見つ
め直すことは、自分のユニークな個性と
能力を大切にし、将来の仕事や生活全
般について考える良い機会になります。 
 希望する働き方・生き方を言葉で表現
できるようになりませんか？ 

ｷｬﾘｱ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

Ｈ501でお待ちしてます 

キャリアセミナー（ビジネススキル） 講師名(敬称略） 講演日 

企業におけるコンプライアンスの取組み 高尾 朗 2012/7/19 

ビジネスマナーとコミュニケーション 長江 由美子 2012/8/23 

なりたい自分になるためのドリームマップ作り 川端 美智子 2012/10/25 

経済のオハナシ 丸尾 尚史 2012/12/6 

時間管理術 川端 美智子 2012/12/21 

デザイン思考の会議術 木全 賢 2013/1/11 

ビジネスコミュニケーションの基礎 長江 由美子 2013/5/24 

社会人として知っておきたいオカネに関する基礎知識 丸尾 尚史 2013/5/31 

「行動観察」によるマーケティングアプローチ 越野 孝史 2013/12/18 

ビジネスマナーとコミュニケーション 長江 由美子 2014/5/22 

大阪ガスのＢＰＯ事業 福嶋 幸太郎 2014/7/25 

松下幸之助に学ぶ 「仕事の原則・成功への指針」 佐藤 悌二郎 2015/6/12 

銀行と企業との関係変化 ～CMSキャッシュ・プーリングを通して～ 福嶋 幸太郎 2015/7/10 

【テーマ】 「生物から学ぶ」 
  －バイオミメティクスの概念と技術－ 
【日 時】10月15日（木）14：40～16：10 
【会 場】E 218-1（Ｅ棟２階） 
【講 師】藤崎 憲治さん 
      （京都大学名誉教授） 
 

神無月号 

温かい笑顔で 

みなさまを 

お迎えします 

 

お気軽に 

お越しください 



日本でいちばん大切にしたい会社 
法政大学大学院静岡サテライトキャンパス長 教授 坂本 光司 

  2008年4月より法政大学大学院政策創造研究科（地域づくり大学院）イノベーションマネジメント

研究科（ＭＢＡ）兼担教授。全国7000社以上の企業訪問をし、「現場で中小企業研究をし、頑張る

会社の応援をする」ことをモットーにしている。 

 限りなく辺鄙な地域にありながら、日本全国から入社希望者やお客様が集まってくる会社。「会

社の目的は社員を幸福にすること」という理念を掲げて、48年間も増収増益を続けている会社

等々。これらの会社の社員の方々はみな生き生きとして喜びにあふれ、しかも継続して収益を上

げています。 本書には、胸を打つ５つの会社のストーリーが収録されています。担当編集者とし

て、経営者はもちろんのこと、すべての働く方々に読んでいただきたい書籍です。   
 （あさ出版ＨＰの担当編集者のコメントより） 

タ イ ト ル 著 者 出 版 社 発行年 

ガーバー流 社長がいなくても回る「仕組み」経営  堀越吉太郎 
KADOKAWA/ 
中経出版 

2014 

起業家のように企業で働く 小杉俊哉 
クロスメディア・パブ

リッシング 
2013 

桁外れの結果を出す人は、人が見ていないところで何をしているのか  鳩山玲人 幻冬舎 2013 

「時間がない! 」から抜け出すちょっとした方法 ――“1日1習慣"であなたの仕事が変わる! 滝井いづみ 大和出版 2014 

「いつも忙しい」がなくなる心の習慣  水島広子 すばる舎 2013 

仕事のための12の基礎力 「キャリア」と「能力」の育て方 大久保幸夫 日経BP社 2004 

仕事の思想 なぜ我々は働くのか 田坂広志 PHP研究所 2011 

90分でわかる会社のしくみ 入社3年目までに知っておきたい! 八巻優悦編 かんき出版 2009 

仕事の報酬とは何か 人間成長をめざして 田坂広志 PHP研究所 2008 

働く君に贈る25の言葉 佐々木常夫 WAVE出版 2010 

99の名言に学ぶシゴト論。(働く理由) 戸田智弘 
ディスカヴァー・トゥエ

ンティワン 
2007 

99の至言に学ぶジンセイ論。(働く理由 続）  戸田智弘 
ディスカヴァー・トゥエ

ンティワン 
2008 

Q&A会社のしくみ50 
山田英司、丸山武志、

吉野薫編 
日本経済新聞出版社 2011 

会社のしくみ イラスト図解 坂田岳史 日本実業出版社 2007 

キミが働く理由 (わけ) 福島正伸 中経出版 2009 

現場発CSR優良企業への挑戦 アイデア、連携、組織づくりの成功ノウハウ 藤井良広,原田勝広 日本経済新聞出版社 2006 

走りながら考える仕事術! 先輩起業家が教える 平野友朗 日本実業出版社 2006 

中小企業・ベンチャー企業への就職のすすめ 働きがいは小さな会社にある 斉藤州紀 
TAC株式会社出版事

業部 
2007 

法人営業のバイブル 必ず成果の上がる新規開拓の鉄則&必須ノウハウ 細矢進 近代セールス社 2007 

カンブリア宮殿就職ガイド 村上龍×73人の経済人 村上龍 テレビ東京報道局編 2011 

人生を無駄にしない会社の選び方 新田龍 日本実業出版社 2009 

中小企業財務の見方超入門 久田友彦 銀行研修社 2007 

いい言葉はいい仕事をつくる 岬龍一郎 PHP研究所 2007 

プレゼンテーションの英語表現 
デイビット・セイン/ 
マーク・スプーン 

日本経済新聞出版社 2004 

パワポで極める１枚企画書 竹島愼一郎 アスキー 2006 

使える弁証法 田坂広志 東洋経済新報社 2005 

弁証法はどういう科学か 三浦つとむ 講談社 1968 

スローキャリア 高橋俊介 ＰＨＰ研究所 2004 

グーグル的思考 ジェフ・ジャービス ＰＨＰ研究所 2009 

わかる！図解キャッシュフロー 久保豊子 ダイヤモンド社 2000 

通勤大学ＭＢＡ2 マーケティング グローバルタスクフォース 総合法令 2002 

超ＭＢＡ式 ロジカル問題解決 津田久資 ＰＨＰ研究所 2003 

日本でいちばん大切にしたい会社1 坂本光司 あさ出版 2010 

日本でいちばん大切にしたい会社2 坂本光司 あさ出版 2010 

ｷｬﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 
選りすぐりの 
図書貸出中!! 

支援プログラムその4  社会を知る本、キャリア形成に役立つ本、就職のハウツウ本…書店や図書館

の膨大な書籍を探さなくても、キャリア開発支援本部には厳選した図書がそろっ

ています。今回は、会社・仕事関係の図書をご紹介します。 

 貸出しは、キャリア開発支援本部 H５０１（H棟5階）で行っています。 
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