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高齢者とのコミュニケーション・スキル : ここ
からはじめる看護と介護

田中キミ子著 中央法規出版 2001.9 0191563 特集
コーナー

492.9/Ta84

20歳のときに知っておきたかったこと(スタン
フォード大学集中講義:[1])

ティナ・シー
リグ著/高遠裕

子訳

阪急コミュニ
ケーションズ

2010.3 0221138 特集
コーナー

159/Se15

今からはじめる!就職へのレッスン(なるには
Books:別巻) 杉山由美子著 ぺりかん社 2011.10 0219693 特集

コーナー
366.29/Su4

9

大学1・2年から始めるキャリアデザイン : 就活
のポイントと手順がわかる本

釼地邦秀著
日本経済新聞

出版社
2010.9 0218176 特集

コーナー
377.9/Ke41

日々ごゆだんなきよう : 幸せを呼ぶ礼法入門 上田宗冏著

角川書店/角川
グループパブ
リッシング

(発売)

2007.6 0212086 特集
コーナー

385.9/U 32

近所づきあいの上手なコツ : 苦手な隣人に困っ
ていませんか

武内純子著
リヨン社/二見
書房(発売) 2000.10 0185791 特集

コーナー
385.9/Ta67

自分の印象が「こわいくらい」変わるビジネス
心理術 : 嫌われている人からさえも、好かれて
しまう!

内藤誼人著 大和書房 2008.9 0211849 特集
コーナー

336.4/N 29

人生うまくいく人のちょっとした気づかい はかま満緒著 幻冬舎 2000.8 0183739 特集
コーナー

159/H 17

これだけは知っておきたい「プレゼンテーション」の
基本と常識 : 会社では教えてくれないノウハウ! 若林郁代著

フォレスト出
版

2007.11 0212072 特集
コーナー

336.4/W 17

学生・院生のためのレポート・論文の作成マ
ニュアル

滝川好夫著 税務経理協会 2011.11 0221188 特集
コーナー

816.5/Ta71

大学生学びのハンドブック : 勉強法がよくわか
る! 改訂版

世界思想社編
集部編

世界思想社 2011.11 0221190 特集
コーナー

377.15/D
16

大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディ
ベート」の方法

松本茂, 河野
哲也著

玉川大学出
版部

2007.3 0214846 特集
コーナー

002.7/Ma81

大学生諸君! : 今求められる問題解決力 早川修著
流通経済大
学出版会

2007.4 0207814 特集
コーナー

377.9/H 46

大学生が出会う法律問題 : アルバイトから犯
罪・事故まで役立つ基礎知識

信州大学経済学部

経済システム法学

科編
創成社 2009.11 0214855 特集

コーナー
377.9/D 16

裁判のしくみが面白いほどわかる本 : 生きていれ
ば、一度はもめごとに巻きこまれる!誰でも知って
おきたい必須の35項目(知りたいことがすぐわかる)

伊東良徳著 中経出版 2009.3 0215624 特集
コーナー

327/I 89

知っておきたい救急法のすべて : あなたの勇気
が命を救う

富本靖著 開成出版 2008.5 0212645 特集
コーナー

492.29/To5
4

人前で話す基本 -パブリック・スピーキング入
門-(NHK日本語センター・シリーズ:1) 杉沢陽太郎著 祥伝社 1993 0136178 特集

コーナー
809.4/Su45

とにかくすぐやる人の考え方・仕事のやり方 : アイ
デアだけでは終わらせない「実行力」が誰でも身に
つく!

豊田圭一著
クロスメディア・パ

ブリッシング/明日香

出版社 (発売)
2007.1 0212227 特集

コーナー
159/To83

ネイリストになるには(なるにはBooks:137) 津留有希著 ぺりかん社 2012.5 0221187 特集
コーナー

595/Ts84

なりたい！！介護福祉士・社会福祉士：よくばり資
格情報源・取り方&活用法(ライセンス・ライブラ
リー:26)

大栄出版編集
部編

大栄出版 1993 0173476 特集
コーナー

369/N 52

インテリアコーディネーターになろう! : 快適
な生活空間を創造する資格を徹底紹介 新版

三島俊介著 PHP研究所 2000 0180715 特集
コーナー

529/Mi53

今回のテーマ 　“自分を改革！！してみませんか？”

特集コーナーで紹介している本です！
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女性のための職業・資格 -自分を活かす未来の
選択- 片野鍾太郎著 理工社 1991 0127433 特集

コーナー
366.29/Ka8

2

女子学生のためのキャリア・デザイン 宇田美江著 中央経済社 2012.10 0221776 特集
コーナー

377.9/U 26

大学生活を楽しむ護心術 : 初年次教育ガイド
ブック

宇田光著
ナカニシヤ

出版
2012.8 0221801 特集

コーナー
377.15/U

26

20代のいま知っておくべきお金の常識50 マルコ社編集
マルコ社/サ
ンクチュア
リ出版 (発

2011.12 0221140 特集
コーナー

591/N 73

3分でわかる好感度アップの話し方 : 伝わる!好
かれる!心をつかむ! 大嶋利佳著 大和書房 2007.8 0208612 特集

コーナー
809.4/O 77

ホームヘルパーまるごとガイド : 資格のとり方・し
ごとのすべて(まるごとガイドシリーズ:3)

井上千津子監
修

ミネルヴァ
書房

1999.11 0186102 特集
コーナー

369.2/H83

はじめてのインターンシップ : 仕事について考
えはじめたあなたへ

渡辺三枝子, 久保田慶

一編/久保田慶一 [ほか]
著

アルテスパブ

リッシング
2011.4 0218182 特集

コーナー
377.9/H 16

常識として知っておきたい日本語 柴田武著 幻冬舎 2002.4 0191260 特集
コーナー

810.4/Sh18

知っておきたい日本のしきたり(角川文
庫:15250. 角川ソフィア文庫:377) 武光誠[著] 角川学芸出

版
2008.7 0215039 特集

コーナー
385/Ta63

コクヨの1分間プレゼンテーション 下地寛也著 中経出版 2011.8 0219140 特集
コーナー

336.4/Sh52

死ぬまで仕事に困らないために20代で出逢ってお
きたい100の言葉

千田琢哉著 かんき出版 2011.4 SB00386 特集
コーナー

S/B/386

内定率100%!先輩たちの「就活ノート」 加藤清紀著 光文社 2010.5 0218179 特集
コーナー

377.9/Ka86

資格でハローワーク : 17歳からの「やりたい仕
事に直結する」資格選び

梧桐書院編集
部編

梧桐書院 2004.11 0207410 特集
コーナー

366.29/Sh3
3

お仕事のマナーとコツ
西出博子 監修,伊

藤美樹 絵
学習研究社 2006.3 SB00319 特集

コーナー
S/B/319

人生がときめく片づけの魔法 近藤麻理恵著
サンマーク出

版
2011.1 特集

コーナー

知っておきたい情報社会の安全知識(岩波ジュ
ニア新書:649) 坂井修一著 岩波書店 2010.3 0215952

３Ｆ一般小
型

007.3/Sa29

知っておきたい日本の神話(角川文庫:14938. 角
川ソフィア文庫:361) 瓜生中[著]

角川学芸出版/角川グ
ループパブリッシング

(発売) 2007.11 0215002
３Ｆ一般小

型 164.1/U 89

知っておきたい日本の神様(角川文庫:14019. 角川
ソフィア文庫:326)

武光誠 [著] 角川学芸出版/角川書
店 (発売) 2005.11 0214984

３Ｆ一般小
型 172/Ta63

知っておきたい日本のご利益(角川文庫:14939.
角川ソフィア文庫:362) 武光誠[著] 角川学芸出

版 2007.11 0214983
３Ｆ一般小

型 175/Ta63
日本と韓国・朝鮮の歴史 : これだけは知ってお
きたい

中塚明著 高文研 2002.6 0194405 ３Ｆ一般 210.18/N
43

知っておきたい日本の皇室(角川文庫:15961.
[角川ソフィア文庫:SP N-105-1])

皇室事典編集
委員会監修

角川学芸出版/角川グ
ループパブリッシング

(発売) 2009.10 0215085
３Ｆ一般小

型 288.4/Sh92
知っておきたい「お金(マネー)」の世界史(角川
文庫:15672:SP N-102-4) 宮崎正勝[著] 角川学芸出

版 2009.4 0215096
３Ｆ一般小

型 337.2/Mi88

知っておきたい!働く時のルールと権利(なるには
Books:別巻)

籏智優子著 ぺりかん社 2010.4 0217328 ３Ｆ一般
366.14/H

41

知っておきたい介護技術の基本 岩橋成子著 誠信書房 1997 0174311 ３Ｆ一般 369.1/I 92

老人介護の基礎知識 : これだけは、是非、知って
おきたい

国際プレスセ
ンター編/勝
部温子監修

国際プレス
センター

1989 0173815 ３Ｆ一般
369.26/R

62

くらしに活かす福祉の視点 : ボランティア・学生が知って
おきたい基礎知識(MINERVA福祉ライブラリー:87)

宮本義信編著
ミネルヴァ書

房
2006.5 0205195 ３Ｆ一般 369/Mi77

救命救急マニュアル+中毒対処法 : 知っておきた
い!応急手当てと処置法

杉山貢,安瀬
正紀,森村尚

登著

大泉書店 1999.6 0187580 ３Ｆ一般 492.29/Ky8

知っておきたい女性の医学 海原純子著 西東社 1994 0152348 図書館 495./U 74

特集コーナー以外に排架されている本
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住みよいインテリア -これだけは知っておきたい48
章-

松田誠著 彰国社 1984 0148694 ３Ｆ一般 527/Ma74

知っておきたい漢字の知識 初版 阿辻哲次著 柳原出版 2005.9 0212891 ３Ｆ一般 811.2/A 95

知っておきたい日本の文学 : 太宰治 : 「人間失格」
「ヴィヨンの妻」「斜陽」ほか(角川文庫:16061)

角川学芸出版
編

角川学芸出
版/角川グ
ループパブ

2009.12 0215065
３Ｆ一般小

型
910.268/D

49

大学生の学習テクニック 森靖雄著 大月書店 1995 0150602 １Ｆ資料室

図書館における調査と研究 -大学生のための入門
書-

小林矩子著  全訂版 蒼文社 1986 0120718 ３Ｆ一般

大学生の教科書 : 初年次からのスタディ・スキル
関東学院大学経済

経営研究所FD研究

プロジェクト編

関東学院大学出版

会/丸善出版 (発売) 2012.4 0221179 ３Ｆ一般

大学生のための基礎力養成ブック 小棹理子 [ほか] 著 丸善出版 2012.2 0221181 ３Ｆ一般

大学生の勉強マニュアル : フクロウ大学へようこそ
中島祥好, 上田和夫

著
ナカニシヤ出版 2006.3 0207335 ３Ｆ一般

大学生の友人関係論 : 友だちづくりのヒント
吉岡和子, 高橋紀子

編
ナカニシヤ出版 2010.3 0217204 ３Ｆ一般

大学生活ナビ 第2版 玉川大学編 玉川大学出版部 2011.3 0218290 ３Ｆ一般

フツーな大学生のアナタへ : 大学生活を100倍エキ
サイティングにした12人のメッセージ

桑島紳二, 花岡正樹

著
くろしお出版 2008.4 0213613 ３Ｆ一般

大学生のキャリア発達 : 未来に向かって歩む 宮下一博著
ナカニシヤ
出版

2010.10 0218180 ３Ｆ一般

大学生のための「論文」執筆の手引 : 卒論・レポー
ト・演習発表の乗り切り方

高崎みどり編
著

秀和システ
ム

2010.2 0216025 ３Ｆ一般

外交官への道(資格・職業シリーズ:7)
法学書院編集部

編
法学書院 1998 0169451 ３Ｆ一般 317.4/G 14

社会福祉士のしごと : 資格の取り方とその役割
日本社会福祉士

会編
中央法規出版 1997 0173960 ３Ｆ一般 369/Sh12

食生活アドバイザー検定3級に面白いほど受かる
本 : すぐ役立つ、時代が求める資格

FLAネットワー

ク著
中経出版 2001.4 0185057 ３Ｆ一般 498.5/F31

貴女 (あなた) を輝かせるキャリアデザイン
広岡守穂, 木本

喜美子, 西山昭

彦編著

中央大学出版部 2010.7 0217329 ３Ｆ一般 366.38/A 46

非正規雇用のキャリア形成 : 職業能力評価社会を
めざして

小杉礼子, 原ひ

ろみ編著
勁草書房 2011.12 0221311 ３Ｆ一般 366.8/Ko89

働く意味とキャリア形成 谷内篤博著 勁草書房 2007.2 0207467 ３Ｆ一般 366.9/Y 67

キャリアを磨く学生のための生活百科 : 入学から
就職まで

村井雄 [ほか] 著 ナカニシヤ出版 2005.4 0218247 ３Ｆ一般 377.9/Ky 1

夢をかなえるキャリアデザイン
竹田茂生, 藤木

清編
くろしお出版 2011.4 0218308 ３Ｆ一般 377.9/Y 97

生き方のスタイルを磨く : スタイル間コミュニケー
ション論(NHKブックス:1000)

斎藤孝著
日本放送出版協

会
2004.6 0216329 ３Ｆ一般 113/Sa25

秘書とビジネス・コミュニケーション : 理論と実践
中村巳喜人,福原

英子著
春風社 2000.8 0215507 ３Ｆ一般 336.5/N 37

嫌いな人がいなくなる! : 人間関係を変えるお笑い
コミュニケーション術(DO BOOKS)

アンディ中村著 同文舘出版 2008.10 0211963 ３Ｆ一般 361.45/A 46

日本語口頭発表と討論の技術 : コミュニケーショ
ン・スピーチ・ディベートのために

東海大学留学生

教育センター口

頭発表教材研究

東海大学出版会 1995 0181993 ３Ｆ一般 809.4/N 77

こんな時どうする？会社生活の基本常識 : 迷わな
いための100のケース・スタディー

坂上肇著 PHP研究所 1990.4 0167268 ３Ｆ一般
336.47/Sa2

8

ちょっと大人の誘導尋問 : 恋愛関係、人間関係、
仕事関係を知る心理常識

渋谷昌三著 青春出版社 2000.5 0185679 ３Ｆ一般 361.4/Sh23
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あっ!と驚く国際マナーの常識・非常識 : 知らぬは日
本人ばかりなり Part-2

八木大介,企業

OBペンクラブ著
マネジメント社 1991.11 0189816 ３Ｆ一般 385.9/Y 15

冠婚葬祭 : 広島県人のための基本マナー
[大進冠婚葬祭相

談室編]
大進冠婚葬祭相

談室
2011.3 0221508 ３Ｆ一般 385/Ka56

うろおぼえを解消する102項目(ブルーバックス:B-
1603. 今さら聞けない科学の常識:[1])

朝日新聞科学グ

ループ編
講談社 2008.6 0212855 ３Ｆ一般 404/I 46

愉快!!痛快!!おとなの常識［算数編］88題  -お父さ
ん、これ、できますか?!-(おとなのうんちく読本)

岡野公二郎著 こう書房 1985 0086215 ３Ｆ一般 410.7/O 45

宴席の料理とマナー : 客も店も知らないと損をする 市川安夫著 主婦の友社 1983.10 0202501 ３Ｆ一般 596/I 14

学ぶとはどういうことか 佐々木毅著 講談社 2012.3 221021 ３Ｆ一般 002/Sa75

海外暮らしのマナー入門 : パーティーから冠婚葬
祭まで 改訂新版

脇山怜著
ジャパン タイ

ムズ
1992.12 160552 ３Ｆ一般 302/W 33

必携!ビジネスマナー 阿部開道著 西東社 2004.3 207408 ３Ｆ一般 336.49/A 12

秘書のマナー(紀伊国屋秘書シリーズ:5) 陣崎美知子著 紀伊国屋書店 1992 135800 ３Ｆ一般 336.5/J 53

心くばりのマナー -女性社員のために- 陣崎美知子著 エムディシー 1990 139592 ３Ｆ一般 336/J 53

社会人のパスポート -職場で役立つ知識とマナー-
東海総合研究所

編
嵯峨野書院 1994 140656 ３Ｆ一般 336/Sh12

世界に誇れる日本人の心くばりの習慣34 : 空のお
もてなしから学んだ

三枝理枝子著 中経出版 2012.6 221143 ３Ｆ一般 385.9/Sa14

とりあえず捨てる技術(中公新書:1482. 「超」整理
法:3)

野口悠紀雄著 中央公論新社 1999.6 0192619 ３Ｆ一般小

型
007.5/N 93

あなたの24時間が変わる整理・収納の法則 -「快適な空
間」をつくる、賢い選択-(知的生きかた文庫)

飯田久恵著 [1998] 0165228 ３Ｆ一般小

型
597.5/I 26

「分かりやすい表現」の技術 ： 意図を正しく伝える
ための16のルール(ブルーバックス)

藤沢晃治著 講談社 1999 0168775 ３Ｆ一般小

型
140.4/F 66

つきあいベタさようなら : そつなく人と接し、自分を
うまく伝える心理法則

渋谷昌三著 日本実業出版社 2000.3 0185915 ３Ｆ一般 361.4/Sh23

自分の考えを「5分でまとめ」「3分で伝える」技術
(Wide shinsho)

和田秀樹著 新講社 2008.12 0213549 ３Ｆ一般小

型
809/W 12

報告書・レポートが面白いほど書ける本 : わかりや
すく、簡潔・迅速にまとめるコツ21と書式例25

正木勝秋著 中経出版 1999.2 0218671 ３Ｆ一般 336.5/Ma61

上手なコーチングが面白いほど身につく本 : 知りた
いことがすぐわかる

山崎和久著 中経出版 2002.7 0212224 ３Ｆ一般 336.4/Y 43

学生時代の今知っておきたい情報満載！！ 

社会に出る準備として読んでおきたい本もいろいろありますよ（＾＾）/♥ 

たくさん読んで視野を広げよう！！ 
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