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【働くこと，について考える】 ●印・・・2013年度の新規受入図書

書名 著者名 出版社 請求記号

みえない未来相談室。 : すきなコトを仕事にする方法

k.m.p.(なかがわみど

り, ムラマツエリコ)

河出書房新社 080||Juy||7007966

フリーという生き方（岩波ジュニア新書） 岸川真 岩波書店 153||Kis||7005576

人生と仕事について知っておいてほしいこと

松下幸之助述 ;

PHP総合研究所

PHP研究所 159||Mat||7011034

「ビミョーな未来」をどう生きるか（新書） 藤原和博 筑摩書房 159.7||Fuj||7008128

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 こう書房 159.7||Oka||7011033

●

大学で大人気の先生が語る「失敗」「挑戦」「成長」の自立

学（岩波ジュニア新書）

佐藤剛史 岩波書店 159.7||Sat||7012933

仕事漂流 : 就職氷河期世代の「働き方」 稲泉連 プレジデント社 336.29||Ina||7011032

●

若者はなぜ3年で辞めるのか? : 年功序列が奪う日本の未

来（新書）

城繁幸 光文社 336.4||Jo||7013254

社会人の生き方 暉峻 淑子 岩波書店 360||Ter||7012514

働くって何だ : 30のアドバイス 森清 岩波書店 366||Mor||7004276

就活のまえに : 良い仕事、良い職場とは? 中沢孝夫 筑摩書 366||Nak||7011035

「働く」を考える 梅澤正, 脇坂敦史 ぺりかん社 366||Nar||7006404

知っておきたい!働く時のルールと権利 籏智 優子 ぺりかん社 366||Nar||7012660

今からはじめる!就職へのレッスン 杉山 由美子 ぺりかん社 366||Nar||7012661

しあわせに働ける社会へ（岩波ジュニア新書） 竹信 三恵子 岩波書店 366||Tak||7012289

●

貴女が知らなければならない55のワークルール : 女子力

アップのための労働法

大内伸哉 労働調査会 366.14||Ouc||2065192

● 18歳から考えるワークルール

道幸哲也, 加藤智

章編

法律文化社 366.14||Dok||2065193

働くニホン : 不安の時代をどう生きるか 日本経済新聞社 日本経済新聞社 366.21||Nih||7011037

キャリアのみかた : 図で見る109のポイント

阿部正浩, 松繁寿

和

有斐閣 366.29||Abe||7011020

● 「やりたい仕事」病 榎本博明

日本経済新聞出版

社

366.29||Eno||7012790

はたらきたい。 : ほぼ日の就職論 糸井重里

東京糸井重里事務

所

366.29||Ito||7011015

なぜ私はこの仕事を選んだのか（岩波ジュニア新書） 岩波書店編集部編 岩波書店 366.29||Iwa||2059665

●

3年で辞めた若者はどこへ行ったのか : アウトサイダーの

時代

城繁幸 筑摩書房 366.29||Jo||7013255

就職とは何か : 「まともな働き方」の条件　（岩波新書） 森岡孝二 岩波書店 366.29||Mor||7011653

天職は身をたすける! : 好きなことを仕事にする方法 矢尾こと葉 サンマーク出版 366.29||Yao||7011011



書名 著者名 出版社 請求記号

●

パワハラに負けない! : 労働安全衛生法指南（岩波ジュニア

新書）

笹山尚人 岩波書店 366.3||Sas||7013116

人を助けるすんごい仕組み : ボランティア経験のない僕

が、日本最大級の支援組織をどうつくったのか

西條 剛央 ダイヤモンド社 369.31||Sai||2064995

プロボノ : 新しい社会貢献新しい働き方 嵯峨 生馬 勁草書房 369.7||Sag||2064997

幸せを届けるボランティア不幸を招くボランティア 田中 優 河出書房新社 369.7||Tan||2064996

アホ大学のバカ学生 : グローバル人材と就活迷子のあい

だ

石渡 嶺司 光文社 377.21||Ish||7012193

大学キャリアセンターのぶっちゃけ話 : 知的現場主義の就

職活動

沢田 健太

ソフトバンククリエイ

ティブ

377.9||Saw||7012122

● 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 377.9||Uda||2065118

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

アルテスパブリッシ

ング

377.9||Wat||2065006

● 理系女性のきらめく未来

科学技術振興機構

男女共同参画ワー

キンググループ

407||Kag||7012788

理系女子 (リケジョ) 的生き方のススメ（岩波ジュニア新書） 美馬 のゆり 岩波書店 407||Mim||7012643

理系のための人生設計ガイド : 経済的自立から教授選、会

社設立まで（ブルーバックス）

坪田一男 講談社 407||Tub||7006707

なかのとおるの生命科学者の伝記を読む 仲野 徹

学研メディカル秀潤

社

460.28||Nak||2064584

テクノロマン・インタビュー : 明日の技術を夢見る研究者に

聞く

商工中金経済研究

所

商工中金経済研究

所

504||Sho||7012225

理工系のための明日への教科書 : 時代を担うトップからの

メッセージ

豊橋技術科学大学

2012

講談社 504||Toy||7011961

製品開発の心と技 : 設計者をめざす若者へ 安達 瑛二 コロナ社 509.63||Ada||7012538

こんな土木技術者がいる 土木学会 土木学会 510.4||Dob||2064700

21世紀の国際協力 : 若い世代からの発信 土木学会 土木学会 510.4||Dob||2064702

若き挑戦者たち : 国土を支えるシビルエンジニア 土木学会 土木学会 510||Dob||2064701



【仕事や企業について調べる】 ●印・・・2013年度の新規受入図書

書名 著者名 出版社 請求記号

行動こそが未来を拓く : 進むクラウド、動かぬIT人材

情報処理推進機構

IT人材育成本部編

情報処理推進機構 007.3||Jyo||7012519

ずっと受けたかったソフトウェアエンジニアリングの新人研

修

大森 久美子 翔泳社 007.63||Omo||2064835

プログラミングでメシが食えるか!? : 成功するプログラマー

の技術と仕事術

小俣 光之 秀和システム 007.64||Kom||7012541

俺は、中小企業のおやじ 鈴木修

日本経済新聞出版

社

289.1||Suz||7008156

行政ってなんだろう（岩波ジュニア新書） 新藤宗幸 岩波書店 317||Shi||7006413

国をつくるという仕事 西水美恵子 英治出版 333.8||Nis||7011029

●

「国際協力」をやってみませんか? : 仕事として、ボランティ

アで、普段の生活でも

山本敏晴 小学館 333.8||Yam||2065007

15歳からわかる経営学 : いちばん簡単に理解できる経営

の基礎知識40

津田 倫男 実業之日本社 335.1||Tsu||2064987

●

ミッション : 元スターバックスCEOが教える働く理由（図書館

だよりNo.20掲載）

岩田松雄 アスコム  335.13||Iwa||2025469

炎の経営者 高杉良 文藝春秋 335.13||Tak||7008277

● ブラック企業 : 日本を食いつぶす妖怪（新書） 今野晴貴 文藝春秋 335.21||Kon||7012814

日本でいちばん大切にしたい会社　[1] 坂本 光司 あさ出版 335.35||Sak||2063265

日本でいちばん大切にしたい会社　２ 坂本 光司 あさ出版 335.35||Sak||2065009

日本でいちばん大切にしたい会社　３ 坂本 光司 あさ出版 335.35||Sak||2065010

● 日本でいちばん大切にしたい会社　４ 坂本 光司 あさ出版 335.35||Sak||2025517

総合商社図鑑 : 未来をつくる仕事がここにある 青山 邦彦

日経BPコンサルティ

ング

335.4||Aoy||2064608

就活前に読む : 会社の現実とワークルール 宮里 邦雄 旬報社 336.29||Miy||7012662

わかる!経営のしくみ : 図解 : 基礎から最新手法までつかめ

る

ダイヤモンド社 ダイヤモンド社 336||Kur||2064988

●

「段取り」の鉄人 : 四川飯店・陳建一が語る一流になるため

の仕事術

陳建一 東洋経済新報社 336.2||Chi||7013020

eco就職ブック : 人と環境を大切にする仕事を探している人

のために

エコ就職研究会 洋泉社 366.29||Eco||7011013

やりたい仕事がある! : 好きな仕事向いている仕事768職 池上彰 小学館 366.29||Ike||7011028

ふむふむ : おしえて、お仕事! 三浦 しをん 新潮社 366.29||Miu||2065011

IT業界徹底研究就職ガイド 日経BP 日経BP 366.29||Nik||7011017

技能五輪メダリストの群像 : ものつくり日本を支える若者た

ちの挑戦

西澤紘一 オプトロニクス社 366.29||Nis||7011027

職業としての科学　(岩波新書） 佐藤文隆 岩波書店 366.29||Sat||7011130



書名 著者名 出版社 請求記号

子どもにかかわる仕事　(岩波ジュニア新書） 汐見稔幸 岩波書店 366.29||Shi||7011305

若者はなぜ「会社選び」に失敗するのか : 企業の"ウソ"を

見破る技術

渡邉正裕 東洋経済新報社 366.29||Wat||7011036

ニッポンの心意気：現代仕事カタログ 吉岡忍 筑摩書房 366.29||Yos||7010028

大学教授という仕事 杉原 厚吉 水曜社 377.13||Sug||2064505

間違いだらけの会社選び : 「会社を見る眼」を鍛え、内定を

勝ち取る

原 正紀 アチーブメント出版 377.9||Har||2065008

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

アルテスパブリッシン

グ

377.9||Wat||2065006

● 行動する女性技術士たち : 理系は楽しい・おもしろい　Vol.2 女性技術士の会編 女性技術士の会 407||Jyo||7013042

テクノロマン・インタビュー : 明日の技術を夢見る研究者に

聞く

商工中金経済研究

所

商工中金経済研究

所

504||Sho||7012225

理工系のための明日への教科書 : 時代を担うトップからの

メッセージ

豊橋技術科学大学

2012編

講談社 504||Toy||7011961

製品開発の心と技 : 設計者をめざす若者へ 安達 瑛二 コロナ社 509.63||Ada||7012538

こんな土木技術者がいる 土木学会 土木学会 510.4||Dob||2064700

21世紀の国際協力 : 若い世代からの発信 土木学会 土木学会 510.4||Dob||2064702

若き挑戦者たち : 国土を支えるシビルエンジニア 土木学会 土木学会 510||Dob||2064701

国際宇宙ステーションとはなにか : 仕組みと宇宙飛行士の

仕事　（ブルーバックス）

若田光一 講談社 538.95||Wak||7008053

情報通信の未来をつくる研究者たち 情報通信研究機構 情報通信研究機構 547.48||Jyo||7012639

料理の仕事がしたい 辻芳樹 岩波書店 596||Tuj||7004506

21世紀型新産業 : ものづくりから持続的成長の仕組みづく

りへ

三菱総合研究所 東洋経済新報社 602.1||Mit||2065027

新産業連関図 : 急成長する5大市場を読む 日経産業新聞

日本経済新聞出版

社

602.1||Nih||2065026

●

新幹線お掃除の天使たち : 「世界一の現場力」はどう生ま

れたか?

遠藤功 あさ出版 686.067||End||7012748

演出家の仕事　（岩波新書） 栗山民也 岩波書店 771.6||Kur||7006184

仕事道楽 : スタジオジブリの現場　（岩波新書） 鈴木敏夫 岩波書店 778.77||Suz||7007404

翻訳家の仕事　（岩波新書） 岩波書店 岩波書店 801.7||Iwa||7005073

使えるインターンシップ本 : 良い会社・悪い会社の見分け

方

黒越誠治 日経BP社 809.6||Kur||7009980

他に，企業よりご寄贈いただいた”社史”も保管しています。

OPAC（蔵書検索画面）から探すときは，会社名などで検索する他に，

キーワードボックスに”会社（スペース）史”と入力してください。



【高専の就職について知る】 ●印・・・2013年度の新規受入図書

書名 著者名 出版社 請求記号

技術者の姿 : 技術立国を支える高専卒業生たち 荒木光彦監修 世界思想社 377.3||Ara||7006193

ふくい技術人(びと)

福井高専「社会で活躍

する福井高専卒業生」

377.3||Fuk||7011061

目指せ!プロフェッショナルエンジニア : われら高専パワー

全開

国立高等専門学校

機構

日刊工業新聞社 377.3||Kok||2062887

活躍する高専卒業生 : 国公私立高専別

独立行政法人国立

高等専門学校機構

国立高等専門学校

機構

377.3||Kok||7012753

高専卒業者のキャリアと高専教育 日本労働研究機構 日本労働研究機構 377.3||Nih||7008283

なぜ高専の就職率は「100%」なの? 佐々木章太 文芸社 377.3||Sas||7005453

われら高専パワー全開 : 社会で活躍する高専卒業生たち

国立高等専門学校

機構

国立高等専門学校

機構

377.3||Sya||7006275



【就活や試験準備の問題集を利用す

る】

●印・・・2013年度の新規受入図書

書名 著者名 出版社 請求記号

基本情報技術者 : 対応区分FE : 情報処理技術者試験学

習書

日高 哲郎 翔泳社 007.079||Jyo||7012698

●

世界でいちばんわかりやすいITパスポートのe (イー) 本 :

ITパスポート試験のきょうか書 : 最新版

谷口功著 秀和システム 007.6||Tan||7013217

CGエンジニア検定2級・3級公式問題集

CGエンジニア検定

問題集編集委員会

画像情報教育振興

協会

007.642||Cge||7012381

現代用語の基礎知識 自由国民社 自由国民社 031||G||7012692

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 159.4||Oku||2064561

● めざせ技術系公務員最優先30テーマの学び方 丸山大介 実務教育出版 317.4||Mar||7013219

国家一般職「大卒」採用試験問題集 実務教育出版 実務教育出版 317.4||Shi||7012693

乙種1・2・3・5・6類危険物取扱者テキスト : チャレンジライセ

ンス

工業資格教育研究

会

実教出版 317.734||Kog||7012548

● これが出る!甲種危険物試験スピード仕上げ必勝問題集 斉藤恵 オーム社 317.734||Sai||7013004

● 乙種4類危険物取扱者試験精選問題300選

資格研究会

KAZUNO編著

弘文社 317.734||Shi||7013005

地方上級教養試験問題集 資格試験研究会 実務教育出版 318.3||Shi||7012694

地方上級専門試験問題集 資格試験研究会 実務教育出版 318.3||Shi||7012695

地方中級採用試験問題集 実務教育出版 実務教育出版 318.3||Shi||7012696

市役所上・中級採用試験問題集 : 公務員試験 資格試験研究会 実務教育出版 318.3||Shi||7012697

知らないと恥をかく世界の大問題（新書） 池上彰

角川SSコミュニケー

ションズ

319||Ike||7011183

資格図鑑! : 厳選!まる見えガイダンス オバタ カズユキ ダイヤモンド社 366||Oba||7012369

就活の日本語 : 国語の授業で習わない! 　2013年度版

就活ナレッジ研究会

編

実務教育出版 337.9||Syu||7011801

発達障害の人の就活ノート : 人材紹介のプロがつくった 石井京子 弘文堂 366.28||Ish||2065000

知的障害や自閉症の人たちのための見てわかるビジネス

マナー集

「見てわかるビジネスマ

ナー集」編集企画プロ

ジェクト編著

ジアース教育新社 366.28||Mit||2065001

伝説の人事部長が教える瞬時に「できる人」を見抜く面接

ポイント

谷所健一郎 九天社 336.42||Yad||7005019

「話す」「書く」「聞く」能力が仕事を変える! 池上彰 PHP研究所 336.49||Ike||7011447

面接の10分前、1日前、1週間前にやるべきこと : 会場に行

く電車の中でも「挽回」できる!

海老原嗣生 プレジデント社 377.9||Ebi||7011022

就職試験の面接　13年版 福沢恵子 成美堂出版 377.9||Fuk||7011800

原田デスクのすべらない就活 : 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 中央公論新社 377.9||Har||7011016

就職内定勉強法 石井貴士 実業之日本社 377.9||Ish||7011014



書名 著者名 出版社 請求記号

必ず突破するすごいエントリーシートはこう書く! : 成功実例 唐沢明監修 新星出版社 377.9||Kar||7011012

内定率100%!先輩たちの「就活ノート」 加藤清紀 光文社 377.9||Kat||7011019

SPI解法の極意 : 内定獲得のメソッド マイナビ編集部編

毎日コミュニケー

ションズ

377.9||Mai||7011025

要点マスター!一般常識&時事

日本キャリアサポー

トセンター問題作成

毎日コミュニケー

ションズ

377.9||Mai||7011026

自己分析する学生は、なぜ内定できないのか?

森田均

日本経済新聞出版

社

377.9||Mor||7011018

面接の達人 : 電話のかけ方・手紙・メールの書き方 中谷彰宏 ダイヤモンド社 377.9||Nak||7004884

面接の達人 : 面接・エントリーシート問題集 中谷彰宏 ダイヤモンド社 377.9||Nak||7011048

インターンシップで志望の業界・職種に内定する方法 太田智文 東洋経済新報社 377.9||Oht||7011009

面接の達人 : バイブル編 中谷彰宏 ダイヤモンド社 377.9||Oka||7000908

日本一わかる!SPI完全攻略 採用情報研究会 ナツメ社 377.9||Sai||7011023

● 何をPRしたらいいかわからない人の受かる!自己PR作成術 坂本直文 日本実業出版社 377.9||Sak||7013220

これが本当のSCOAだ! : 直前でもOK! SPIノートの会 洋泉社 377.9||Spi||7011024

これが本当のテストセンターだ! : 直前でもOK! SPIノートの会 洋泉社 377.9||Spi||7011081

事務職・一般職ＳＰＩ２の完全対策 就活ネットワーク編 実務教育出版 377.9||Syu||7011080

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]

アルテスパブリッシ

ング

377.9||Wat||2065006

人生を変える就活 : 創業経営者が書いた : 目標がない君

へ : 学生の常識成功者の非常識

山口恭一 しののめ出版 377.9||Yam||7011084

●

理工系のための就活の技術 : 元技術面接官が教える「受

かる学生」と「落ちる学生」の違い（新書）

山本昭生

ソフトバンククリエイ

ティブ

377.9||Yam||7012923

文部科学省後援工業英検3級問題集 : 過去試験問題収録 日本工業英語協会 507||Nih||7012667

文部科学省後援工業英検4級問題集 : 過去試験問題収録 日本工業英語協会 507||Nih||7012670

文部科学省後援工業英検2級問題集 : 過去試験問題収録 日本工業英語協会 507||Nih||7012671

文部科学省後援工業英検1級問題集 : 過去試験問題収録 日本工業英語協会 507||Nih||7012672

2級土木施工管理技術検定実地試験 : よくわかる!

國澤正和, 長谷川

武司共著

弘文社 513.07||Kun||7011057

●

最短合格!ひとりで学べる電験三種ポイント攻略テキスト&

問題集 : 試験の直前対策に最適!

ノマド・ワークス ナツメ社 540.7||Nom||7013003

● マンガでわかる第二種電気工事士攻略テキスト&問題集

電気工事士試験対

策研究会監修

新星出版社 540.79||Den||7013097

● 第二種電気工事士技能試験イラストA to Z（平成25年版）

電気工事士問題研

究会

電気書院 540.79||Den||7013096

● 電験第3種過去問題集（平成２５年度版） 電験問題研究会編 電気書院 540.79||Den||7013103



書名 著者名 出版社 請求記号

●

電験二種完全攻略 : 二次試験対応 過去問から体系的に

学ぶ

不動弘幸 オーム社 540.79||Fud||7013093

● 楽しく学ぶ!第2種電気工事士合格大作戦 : 筆記試験 不動弘幸 弘文社 540.79||Fud||7013095

● 第二種電気工事士筆記試験合格テキスト（2013年度） 岡本勲 梅田出版 540.79||Oka||7013094

第2種電気工事士筆記試験すい?っと合格 : ぜんぶ絵で見

て覚える

藤滝 和弘 ツールボックス 544.079||Fuj||7012428

ぜんぶ絵で見て覚える第2種電気工事士技能試験すい

～っと合格

電波新聞社 544.079||Fuj||7012429

第二種電気工事士技能試験これで合格!候補問題丸わかり 電気書院 544.079||Koj||7012431

第二種電気工事士テキスト : 筆記試験の完全突破から技

能試験の合格まで

オーム社 544.079||Ohm||7012430

● 雑談力が上がる話し方 : 30秒でうちとける会話のルール 齋藤孝 ダイヤモンド社 809||Sai||2065223

話し上手聞き上手（新書） 齋藤孝 筑摩書房 809||Sai||7010025

読み上手書き上手（新書） 齋藤孝 筑摩書房 810||Sai||7010049

ちゃんと話すための敬語の本（新書） 橋本治 筑摩書房 5.8||Has||7008101

● 伝わる!文章力が豊かになる本 小笠原信之 高橋書店 816||Oga||7012793

● 伝わる!文章力が身につく本 小笠原信之 高橋書店 816||Oga||7012792

声に出して覚える!やさしい中国語 船田 秀佳 駿河台出版社 820||Fun||7012690

起きてから寝るまで中国語表現700 : 1日の「体の動き」「心のつ

ぶやき」を全部中国語で言う→会話力がみるみるアップ!

顧 蘭亭 アルク 827.8||Ko||7012686

今日から読める韓国語 MEMOランダム 三修社 829.1||Mem||7012687

7日でできる!韓国語ゆる文法 木内 明 高橋書店 829.15||Kiu||7012691

3語で韓国語会話ができる本 : ヒチョル式超ラク会話法講

義

学研パブリッシング 829.178||Cho||7012688

中学英語の基本と仕組みがよ?くわかる本 : 「使える英語」

が身につく英語再入門

竹村 和浩 秀和システム 830.7||Tak||7012473

●

新TOEICテストでる模試600問 ハッカーズ語学研

究所

アスク出版 830.79||Hac||7013215

●

新TOEICテストでる模試もっと600問 ハッカーズ語学研

究所

アスク出版 830.79||Hac||7013216

1駅1題新TOEIC TEST文法特急 花田 徹也 朝日新聞出版 830.79||Han||7012457

TOEICテスト超リアル模試600問 : 本試験を徹底的に分析

して作られた究極の模試3回分

花田 徹也 コスモピア 830.79||Han||7012460

1駅1題新TOEIC TEST文法特急 花田 徹也 朝日新聞出版 830.79||Han||7012561

1駅1題新TOEIC TEST文法特急 花田 徹也 朝日新聞出版 830.79||Han||7012562

極めろ!リーディング解答力TOEIC TEST イ イクフン

スリーエーネット

ワーク

830.79||Iik||7012462



書名 著者名 出版社 請求記号

解きまくれ!リスニングドリルTOEIC TEST イ イクフン

スリーエーネット

ワーク

830.79||Iik||7012476

解きまくれ!リーディングドリルTOEIC TEST イ イクフン

スリーエーネット

ワーク

830.79||Iik||7012479

極めろ!リーディング解答力TOEIC TEST イ イクフン

スリーエーネット

ワーク

830.79||Iik||7012480

新TOEIC TEST出る順で学ぶボキャブラリー990 神崎 正哉 講談社 830.79||Kan||7012461

TOEIC test「正解」が見える キム デギュン

講談社インターナ

ショナル

830.79||Kim||7012468

新TOEICテスト中学英文法で600点! 小石 裕子 アルク 830.79||Koi||7012463

新TOEIC TEST英文法出るとこだけ! : 直前5日間で100点差

がつく27の鉄則

小石 裕子 アルク 830.79||Koi||7012464

日本語からはじめる新TOEICテスト20日間基礎強化ワーク

ブック

前田 ヒロ アルク 830.79||Mae||7012469

5日で攻略新TOEICテスト730点! 前田 ヒロ アルク 830.79||Mae||7012474

TOEIC testミニ模試トリプル10 : 10分×10回×10日間 森田 鉄也

スリーエーネット

ワーク

830.79||Mor||7012467

必携!はじめての新TOEICテスト完全攻略バイブル : 全パー

ト詳説で600?850点が狙える!

長本 吉斉 PHP研究所 830.79||Nag||7012471

1日1分レッスン!新TOEIC test千本ノック! 中村 澄子 祥伝社 830.79||Nak||7012465

新TOEICテストスコアアップ135のヒント 中村澄子 祥伝社 830.79||Nak||7012472

新TOEICテスト1週間でやりとげるリスニング : 初級からスコ

アを上げる、基本問題集

中村 澄子 中経出版 830.79||Nak||7012475

新TOEICテスト直前の技術(テクニック) : 受験票が届いてか

らでも間に合う!11日間即効プログラム

Hilke Robert アルク 830.79||Rob||7012459

TOEICテスト対策実況中継 : 見てわかる!聞いてわかる! 高橋 基治 コスモピア 830.79||Tak||7012466

まず覚えるTOEIC test英単語 Z会編集部 Z会 830.79||Zka||7012470

● 英検3級文で覚える単熟語 : テーマ別 旺文社 [旺文社] 830||Oub||7013011

● 英検準2級文で覚える単熟語 : テーマ別 旺文社 [旺文社] 830||Oub||7013010

● 文で覚える単熟語 : テーマ別 旺文社 [旺文社] 830||Oub||7013009

● 英検準1級文で覚える単熟語 : テーマ別 旺文社 [旺文社] 830||Oub||7013008

英検準1級短期完成3回過去問集 旺文社 [旺文社] 830||Oub||7012673

英検2級短期完成3回過去問集 旺文社 [旺文社] 830||Oub||7012674

英検準2級短期完成3回過去問集 旺文社 [旺文社] 830||Oub||7012677

英検3級短期完成3回過去問集 旺文社 [旺文社] 830||Oub||7012680

● 英検3級最短合格問題集 成美堂出版 830||Sei||7013014



書名 著者名 出版社 請求記号

● 英検準2級最短合格問題集 成美堂出版 830||Sei||7013013

● 英検3級最短合格問題集 成美堂出版 830||Sei||7013012

TOEICテスト新公式問題集

Educational Testing

Service

国際ビジネスコミュ

ニケーション協会

TOEIC運営委員会

830||Toe||7012456

英語の耳になれる本 : 誰でも、ゼロから、楽しく始められる!

: カラー版

安河内 哲也 中経出版 831.1||Yas||7012681

超速つぶやき英語で自分のことがどんどん話せるようにな

る

総合法令出版 837.8||Shi||7012689

イラストでわかるドイツ語文法+トレーニングブック 信岡 資生 ナツメ社 845||Nob||7012684

使える!ドイツ語会話 荒井 訓 同学社 847||Ara||7012685

初級ロシア語20課 桑野 隆 白水社 880||Kuw||7012682

バッチリ話せるロシア語 : すぐに使えるシーン別会話基本

表現 : CD付

Trukhin Mikhail 三修社 887||Kob||7012683



【小論文・プレゼン・進学のための

本】

●印・・・2013年度の新規受入図書

書名 著者名 出版社 請求記号

学生・研究者のための使える!PowerPointスライドデザイン :

伝わるプレゼン1つの原理と3つの技術

宮野公樹 化学同人 007.63||Miy||7008722

プレゼンテーションと効果的な表現 : 話の目的から考える

表現技法

浅井宗海 エスシーシー 336.4||Asa||7008685

●

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 すばる舎 336.4||Oga||2065120

大学編入・大学院これで決まり!志望理由書・面接対策

進研アカデミーグラ

デュエート大学部編

; 野林靖夫監修

オクムラ書店 377||Shi||7012807

技学の躍動 : 長岡技術科学大学30年のあゆみと今 長岡技術科学大学 長岡技術科学大学 377.28||Nag||2064519

豊橋技術科学大学三十年史 : 確かな礎から未来へ 豊橋技術科学大学 豊橋技術科学大学 377.28||Toy||2064520

理系のための口頭発表術 : 聴衆を魅了する20の原則　(ブ

ルーバックス)

ロバート・R・H・アン

ホルト

講談社 407||Anh||7006284

学会出席・研究留学のための理科系の英会話 廣岡慶彦 ジャパンタイムズ 407||Hir||7005041

理科系のための入門英語プレゼンテーション 廣岡慶彦 朝倉書店 407||Hir||7011581

理科系のための状況・レベル別英語コミュニケーション : 国

際電話・電子メールから海外ポスドク面接試験まで

廣岡慶彦 朝倉書店 407||Hir||2063375

科学者・技術者のための英語論文の書き方 : 国際的に通

用する論文を書く秘訣

Lewis Robert M.

1953-

東京化学同人 407||Lew||7012251

研究発表のためのスライドデザイン : 「わかりやすいスライ

ド」作りのルール（ブルーバックス）

宮野公樹 講談社 407||Miy||7012856

理系のための「即効!」卒業論文術 : この通りに書けば卒論

ができあがる　(ブルーバックス)

中田亨 講談社 407||Nak||7009283

スライド・スピーチ・メールの実際 日本機械学会編 コロナ社 407||Nih||7008719

ラボノートの書き方 : 理系なら知っておきたい : 論文作成, データ

捏造防止, 特許に役立つ書き方+管理法がよくわかる!

岡崎 康司 羊土社 407||Oka||2065024

Active English for science : 英語で科学する : レポート,論

文,プレゼンテーション

東京大学教養学部

ALESSプログラム

東京大学出版会 407||Tok||2064860

理系のための研究生活ガイド : テーマの選び方から留学

の手続きまで　（ブルーバックス）

坪田一男 講談社 407||Tub||7009620

知的な科学・技術文章の徹底演習　（JABEEコーナー） 塚本真也 コロナ社 407||Tuk||7006685

●

編入数学過去問特訓 : 大学編入試験対策 : 入試問題によ

る徹底演習

桜井基晴 聖文新社 410||Sak||7012809

●

大学編入試験問題数学/徹底演習 : 微分積分・線形代数・

応用数学・確率

林義実, 小谷泰介

共著

森北出版 410.7||Hay||7013238

化学英語のスタイルガイド 松永義夫 朝倉書店 430.8||Mat||2061578

エンジニアのための英語プレゼンテーション超克服テキスト 平井 通宏 オーム社 507.7||Hir||2064539

使える理系英語の教科書 : ライティングからプレゼン, ディ

スカッションまで

森村 久美子 東京大学出版会 507.7||Mor||2064538

●

論理が伝わる世界標準の「プレゼン術」 : 一生モノの「説得

技法」（ブルーバックス）

倉島保美著 講談社 809||Kur||7013241



スピーチ・プレゼン・ディベートに使える英語表現集

本名信行, 竹下裕

子

ナツメ社 809.6||Hon||7009977

論文・レポートの文章作成技法 : 論理の文章術 古郡廷治

日本エディタース

クール出版部

816.5||Fur||2061680

知的文章とプレゼンテーション : 日本語の場合、英語の場

合

黒木 登志夫 中央公論新社 816.5||Kur||7012224

これから論文を書く若者のために 酒井聡樹 共立出版 816.5||Sak||2064161

論文の教室 : レポートから卒論まで 戸田山 和久 NHK出版 816.5||Tod||2064765

●

大学院・大学編入学社会人入試の小論文 : 思考のメソッド

とまとめ方

吉岡友治 実務教育出版 816.5||Yos||7010345

論理が伝わる世界標準の「書く技術」 : 「パラグラフ・ライ

ティング」入門

倉島 保美 講談社 816||Kur||7012575

● 理系大学院・大学編入入試頻出英単語

中央ゼミナールス

テップアップサポー

ト部

オクムラ書店 834||Chu||7012808



【雑誌】

雑誌名

日経woman

日経ビジネスassocié : アソシエ

日経ものづくり

受験ジャーナル　（公務員試験）

TOEIC Test プラス・マガジン

English express

【企業の技術報告書】

雑誌名

Docon report　/　ドーコン

Global edge = グローバルエッジ

NTT技術ジャーナル : NTTテレコミュニケーション情報誌 / 日本電信電話

株式会社技術情報センター

Technical review / JR East

Toyota technical review / トヨタ自動車株式会社

研究年報 / 北海道電力株式会社総合研究所

シャープ技報 / 早川電機工業

島津評論　/　島津製作所

住友軽金属技報 / 住友軽金属工業株式会社研究部

セメントコンクリート / 日本セメント技術協会

日新電機技報 / 日新電機

日本無線技報 / 日本無線株式会社

富士時報 / 富士時報編輯部

粉砕 / 細川粉体工学研究所 [編]

予防時報 / 日本損害保険協会

他にも，学協会作成の冊子なども収集しています。


