
●コミュニケーション・マナー
タイトル 著者・編者 出版社 出版年 請求記号

プロアナウンサーの「伝える技術」 石川顕 PHP研究所 2011年 ///S（PHP新書　717）

うまく話せなくても生きていく方法 : 「口ベタ」は悪くない 梶原しげる PHP研究所 2011年 ///S（PHP新書　732）

もっと役立つ!「話す」「書く」「聞く」技術 池上彰 PHP研究所 2012年
///S

（PHPビジネス新書　201）

「しゃべらない」技術 : 困った・苦手がスーッと消える「超」しゃべる技術 麻生けんたろう WAVE出版 2010年 336.4/AS
アウトな敬語セーフな敬語 : 意外とみんな乱れてる?! 西原鈴子［監修］ PHP研究所 2008年 336.4/AU
イラッとされないビジネスマナー社会常識の正解 尾形圭子［監修］ サンクチュアリ出版 2011年 336.4/IR
言葉の化粧 : 働く女性のすてきな会話術 北原保雄 ホーム社 2009年 336.4/KI
未来をひらくビジネスマナー : 就職活動・社会人デビューを控えたみなさんに 長江由美子 大学教育出版 2010年 336.4/NA
仕事美女になる話し方 野村絵理奈 日本実業出版社 2011年 336.4/NO
ビジネスへの日本語 : これから社会へ飛びたつ君たちへ 山本いずみ, 白井聡子 朝倉書店 2011年 336.4/YA
フィンランド流「伝える力」が身につく本 : 世界中の誰とでも話せる! 北川達夫 中経出版 2010年 361.4/KI
“初対面の女王"が明かすたった1分でうちとけ、30分以上会話がつづく話し方 美月あきこ ダイヤモンド社 2010年 361.4/MI
100%人に好かれる聞く力 齋藤孝 大和書房 2007年 361.4/SA
世界一役に立つ「話し方」の授業 福田健 PHP研究所 2011年 809/FU
女性の美しい話し方と会話術 : 好感を持たれる言葉のマナー 下平久美子 成美堂出版 2004年 809/JO

14歳からの日本語の基本。 : その日本語、間違っていませんか? : 45分でわかる! 北原保雄 マガジンハウス 2009年 810/KI

●ひとり暮らし
タイトル 著者・編者 出版社 出版年 請求記号

大原照子のシンプル家事ノート : ラクして気持ちよく暮らすいちばん簡単な方法 大原照子 大和書房 2010年 590/OH（学生選書）

シンプル&ナチュラルひとり暮らし術 : 親代わりのアドバイス満載! サンマーク出版編集部 サンマーク出版 2010年 590/SA（学生選書）
あなたを変える家事塾300のメソッド : 今すぐできる家事の工夫 辰巳渚 岩崎書店 2010年 590/TA（学生選書）
弁当パフォーマーまさきちの弁当は人生だ! : 毎日作れる楽ウマレシピと手抜きのコツ よりのまさみ 文藝春秋 2011年 590/YO（学生選書）
1人暮らしの防犯マニュアル : かんたんな工夫で身を守る! 生活安全向上委員会 PHP研究所 2004年 368/SE
一人暮らしの地震対策ハンドブック 志田雅洋 新風舎 2004年 369.3/SH
雑貨を探しててくてく散歩 : 東京・神奈川 ー 主婦の友社 2009年 580/ZA
ひとり暮らしのラク・うま毎日ごはん : 冷蔵庫にあるもので ー 主婦と生活社 2011年 590/HI
ズボラさんのお弁当 今泉久美 中央公論新社 2009年 590/IM
1人分が得意!トースタークッキング 葛恵子 講談社 2010年 590/KA
ビジュアル版かんたん家事の知恵袋 : 時間、お金、手間を節約! ー 講談社 2010年 590/KO
男子おかずの感動レシピ : 作ってあげたい、作りたい! 夏梅美智子 成美堂出版 2011年 590/NA
電子レンジでピピッとひとり暮らしのごはん 小田真規子 主婦と生活社 2007年 590/OD
おかず食堂 : すぐにおいしい朝・晩ご飯150 瀬尾幸子 池田書店 2009年 590/SE
ラクうまひとりごはん : かしこい手抜きで毎日続く! 柳沢英子 河出書房新社 2011年 590/YA
ひとり暮らしのラックラク!ごはん : はじめてさんでも大丈夫! ー セブン＆アイ出版 2011年 590/HI//L

ひとり暮らしのインテリア実例207 : 全国のひとり暮らし達人の部屋テクが満載! ー 主婦と生活社 2011年 590/HI//L
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●大学・勉強
タイトル 著者・編者 出版社 出版年 請求記号

就活生のための作文・プレゼン術 小笠原喜康 筑摩書房 2010年 ///S（ちくま新書　872）

就活のための自分マーケティング : 戦略的思考で内定を勝ちとる! 佐藤正弘 中央経済社 2011年 ///F
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 2011年 ///F
脳を創る読書 : なぜ「紙の本」が人にとって必要なのか 酒井邦嘉 実業之日本社 2011年 019/SA
スマート読書入門 : メモ、本棚、ソーシャルを自在に操る「デジタル読書」 まつもとあつし 技術評論社 2011年 023/MA
「大学時代」自分のために絶対やっておきたいこと 千田琢哉 三笠書房 2011年 159/SE

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
創成社 2011年 320/SH

職育のススメ 清水英生 カナリア書房 2010年 366.2/SH
よくわかるライフデザイン入門 : 大学生のための必須学習術 大学導入教育研究会 古今書院 2011年 377/DA
大学生の健康ナビ : キャンパスライフの健康管理 岐阜県大学保健管理研究会企画 岐阜新聞社 2011年 377.9/DA/2011

大学生がダマされる50の危険
三菱総合研究所,

全国大学生活協同組合連合会
青春出版社 2011年 377.9/MI

就職力 : 就活は一日二〇〇ページの読書から始めなさい! 齋藤孝 毎日新聞社 2011年 377.9/SA
大学生のためのデザイニング・キャリア 渡辺三枝子ほか ナカニシヤ出版 2011年 377.9/WA
これからを生き抜くために大学時代にすべきこと 許光俊 ポプラ社 2010年 159/KY//LC
大学生学びのハンドブック : 勉強法がよくわかる! 世界思想社編集部 世界思想社 2011年 377/SE//LC
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 くろしお出版 2008年 377.9/KU//LC
大学生のためのキャリアガイドブック 寿山泰二 ほか 北大路書房 2009年 377.9/SU//LC
大学生活ナビ 玉川大学 玉川大学出版部 2011年 377.9/TA//LC

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 税務経理協会 2011年 816/TA//LC
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