
 2020年２月企画展示「就活のススメinブンダイ図書館」

ＮＯ タイトル 請求記号 資料ID

1 知識ゼロからの面接入門 / 弘兼憲史著 : 小島貴子著. -- 幻冬舎, 2009. 049||CZ11 11378005

2 入社1年目の教科書 / 岩瀬大輔著. -- ダイヤモンド社, 2011. 159||ID14 11407098

3
採用基準 : 地頭より論理的思考力より大切なもの / 伊賀泰代著. -- ダイヤ

モンド社, 2012.
336.3||IY19 11402937

4
マンガでわかる!社会人1年生のビジネスマナー : BUSINESS MANNERS

58 / 西出ひろ子著. -- ダイヤモンド社, 2011.
336.47||NH13 11365612

5
しごとのきほん大全 : 図解考える話す読む書く / 知的生活追跡班編. -- 青

春出版社, 2016.
336.49||CS11 11402935

6
プレゼン以前の発表の技術 : あたりまえすぎて誰も教えてくれなかった!!

/ 尾方僚著. -- すばる舎, 2011.
336.49||OR16 11370779

7
社会のマナーとしくみがわかるおとな事典 / 岩下宣子監修. -- 講談社,

2012.
336.49||SN14 11377749

8
ビジュアル仕事の常識&マナー / 山崎紅著. -- 日本経済新聞出版社, 2012.

-- (日経文庫 ; 1919).
336.49||YA2 11377699

9
社会人になる前に知っておきたいこと / 原岡修吾著. -- 阪急コミュニケー

ションズ, 2011.
336||HS19 11365613

10
図解「考える力」と「話す力」が驚くほど身につく本 : これ1冊でOK! /

西村克己著. -- 学研パブリッシング, 2010.
336||NK26 11365604

11
「君、こんなことも知らんのか」と言われる前に読む本 / 新人教育研究

会編著. -- 洋泉社, 2011.
336||SK11 11370736

12 特別講義コミュニケーション学 / 藤巻幸夫著. -- 実業之日本社, 2010. 361.45||FY20 11358397

13
コミュニケイションのレッスン : 聞く・話す・交渉する / 鴻上尚史著. --

大和書房, 2013.
361.45||KS11 11387344

14
大人のための会話 (コミュニケーション) の全技術 / 齋藤孝著. --

KADOKAWA, 2015.
361.45||ST15 11397896

15 アドラー流たった1分で伝わる言い方 / 戸田久実著. -- かんき出版, 2014. 361.45||TK1 11393747

16

コミュニケーションスキル : タイプがわかればうまくいく! : 脳科学解説

付き!「また会いたい」と言われる人の話し方・伝え方戦略 / 谷益美, 枝

川義邦著. -- 総合法令出版, 2015.

361.45||TM11 11412958

17 ぼくらは働く、未来をつくる。 / AERA編集部著. -- 朝日新聞出版, 2014. 366.29||AB8 11388680

18

それでも仕事は「好き!」で選べ : 本当の自分に近づく戦略的キャリア思

考術 / 田中和彦著. -- ナナ・コーポレート・コミュニケーション, 2009. -

- (Nanaブックス ; 0083).

366.29||TK19 11354487

19
やりたい仕事がある! : 好きな仕事向いている仕事741職 / 池上彰監修. --

小学館, 2005.
366.29||YT19 11323622

20
図解まるわかりビジネスマナーの基本 / 浦野啓子監修. -- 新星出版社,

2007.
366.49||UK26 11386756

21 就活の壁! : かなり変な就活マニュアル / 藤本篤志著. -- 宝島社, 2012. 377.9||FA19 11377755

22 自分の説明書の作り方2010 / 東田晋三 [著]. -- 近代科学社, 2008. 377.9||HS10 11347538

23
すべらない就活 : 勝てるエントリーシート負けない面接テクニック / 原田

康久著 ; 2012年度版. -- 中央公論新社, 2010.
377.9||HY8 11364501
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24
採用情報で見極めよ!「ホワイト企業」の選び方 / 池内恵介著. -- 同文舘

出版, 2015. -- (Do books).
377.9||IK19 11397990

25
就活のバカヤロー : 企業・大学・学生が演じる茶番劇 / 石渡嶺司, 大沢仁

著. -- 光文社, 2008. -- (光文社新書 ; 378).
377.9||IR19 11358317

26
大学の思い出は就活です(苦笑) : 大学生活50のお約束 / 石渡嶺司著. -- 筑

摩書房, 2012. -- (ちくま新書 ; 949).
377.9||IR4 11398018

27 「受かる」就活女子レッスン / 碇ともみ著. -- 幻冬舎ルネッサンス, 2012. 377.9||IT21 11377621

28
20歳からの文章塾 : ザ・就活ライティング / 黒沢晃著. -- 宣伝会議, 2016.

-- (マスナビBooks).
377.9||KA14 11402954

29
採用側のプロが書いた就職面接完全対策集 / 菊池一志著 ; ['15年版], ['16

年版], ['17年版]. -- 大和書房, 2013.
377.9||KK19||2016 10393110

30
理工系学生のためのキャリアデザイン / キャリア教育研究会著. -- 学芸出

版社, 2013.
377.9||KR19 11384226

31 理系就職・転職白書 / 小林哲夫著. -- 丸善, 2005. 377.9||KT18 11344346

32
インターンシップのプロになる! : まず、何から始めるか?ポイントをしっ

かり教えます! / 加藤敏明編集代表. -- 悠光堂, 2015.
377.9||KT9 11398495

33
内定力 : 就活生が知っておきたい企業の「採用基準」 / 楠田祐著 ;

[2015], [2016], [2017]. -- マイナビ, 2013.
377.9||KY14||2016 10393046

34
自己分析する学生は、なぜ内定できないのか? / 森田均著. -- 日本経済新

聞出版社, 2010.
377.9||MH10 11361271

35
就活って何だ : 人事部⾧から学生へ / 森健著. -- 文藝春秋, 2009. -- (文春

新書 ; 715).
377.9||MK19 11355158

36
面接の達人 : バイブル版 / 中谷彰宏著 ; 1994 - 2017. -- ダイヤモンド社,

1993.
377.9||NA13||2016 10393137

37
面接の達人 : 面接・エントリーシート問題集 / 中谷彰宏著 ; 2012 - 2017.

-- ダイヤモンド社, 2010.
377.9||NA13||2016 10393136

38
西山ゼミ就活の奇跡 : いまどき、驚異の内定率95・4%! / 西山昭彦著. --

プレジデント社, 2012.
377.9||NA14 11377781

39
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著. -- 洋泉社, 2012.
377.9||SS18 11377756

40
東大キャリア教室で1年生に伝えている大切なこと : 変化を生きる13の流

儀 / 標葉靖子, 岡本佳子, 中村優希編. -- 東京大学出版会, 2019.
377.9||SS20 11418129

41
内定の5力 (ごじから) : 考える力書く力話す力聴く力時間力 / 白潟敏朗著.

-- 中経出版, 2010.
377.9||ST14 11364417

42
面接&エントリーシート : 要点マスター! / 才木弓加著 ; ['12] - ['18]. -- 毎

日コミュニケーションズ, 2010.
377.9||SY13||2016 10393158

43
面接担当者の質問の意図 / 才木弓加著 ; ['12] - ['18]. -- 毎日コミュニケー

ションズ, 2010. -- (内定獲得のメソッド).
377.9||SY13||2016 10393154

44
殻を突き破るキャリアデザイン : 就活・将来の思い込みを解いて自由に生

きる = Career design for break through / 筒井美紀著. -- 有斐閣, 2016.
377.9||TM11 11411142
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45
就活脳の作り方 : 漫画「銀のアンカー」に学ぶ / 辻秀一著. -- 集英社イン

ターナショナル, 2010.
377.9||TS19 11364439

46 就活格差 / 常見陽平著. -- 中経出版, 2009. 377.9||TY19 11361253

47
就活難民にならないための大学生活30のルール / 常見陽平著. -- 主婦の友

社, 2010.
377.9||TY19 11361252

48
内定を勝ち取るための51カ条 : 実績No1就活ゼミ講師カリスマ柳本が伝授

する / 柳本新二著. -- 日経BP社, 2012.
377.9||YS14 11377809

49 最強「内定」請負人就活の答え / 柳本新二, 常見陽平著. -- 講談社, 2010. 377.9||YS19 11370824

50
人事のプロは学生のどこを見ているか / 横瀬勉著. -- PHP研究所, 2010. -

- (PHPビジネス新書 ; 150).
377.9||YT10 11371676

51
第一印象で好感度アップビジネスメイクの新ルール / 尾花ケイコ著. --

ディスカヴァー・トゥエンティワン, 2017. -- (最高の自分を演出する).
595||OK4 11409546

52
TED驚異のプレゼン : 人を惹きつけ、心を動かす9つの法則 / カーマイ

ン・ガロ著 ; 土方奈美訳. -- 日経BP社, 2014.
809.4||GC20 11387998

53
自分「プレゼン」術 / 藤原和博著. -- 筑摩書房, 2000. -- (ちくま新書 ;

264).
C8||264 11348587

54
「働く」ために必要なこと : 就労不安定にならないために / 品川裕香著. -

- 筑摩書房, 2013. -- (ちくまプリマー新書 ; 196).
C9||196 11390519

55
新聞力 : できる人はこう読んでいる / 斎藤孝著. -- 筑摩書房, 2016. -- (ち

くまプリマー新書 ; 263).
C9||263 11402960

56
先生は教えてくれない就活のトリセツ / 田中研之輔著. -- 筑摩書房, 2018.

-- (ちくまプリマー新書 ; 303).
C9||303 11413230

57  就活の算数/芳沢光雄 著. -- セブン&アイ出版, 2012. 410||YM19 11377754


