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就 活 関 連 

コミュ力ゼロからの「新社会人」入門 
 ―仕事の不安がスッキリ解消!厳選メソッド49― 

出版社 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 

同時1アクセス(本体) ¥4,950 

同時3アクセス(本体) ¥14,850 

冊子版ISBN 9784295005506  

著編者名 渡瀬 謙 発行年 2019 商品コード 1029728115 

晴れて社会人になるのに、楽しみよりも漠然とした不安が先に来てしまう…。著者の渡瀬氏は、内向的で口ベタな性格のゆえに、みな
さんと同じように悩み、苦しみを乗り越えてきました。そんな著者がたどり着いた雑談力、人間関係の作り方、会話テク、処世術など、自
分を無理に曲げることなく実践できる49の秘訣を公開いたします。すでに社会人となった人にも、きっと役に立つ一冊です。 

好かれる人の話し方、信頼される言葉づかい 
 ―思わずマネしたくなる― 

出版社 クロスメディア・パブリッシング 

同時1アクセス(本体) ¥4,290 

同時3アクセス(本体) ¥8,580 

冊子版ISBN 9784295401551  

著編者名 桑野 麻衣 発行年 2018 商品コード 1031004488 

本書は年間登壇回数200回以上を誇るコミュニケーションの講師、桑野麻衣初の著書です。ANA、ディズニー（オリエンタルランド）、
ジャパネットたかた、再春館製薬所グループといった異色のキャリアの中で磨き上げてきた、「好かれる話し方」と「信頼される言葉づか
い」の45のポイントが、この１冊にまとめられています。数々の失敗を乗り越えてきた著者の経験に裏付けされることで、単なるスキル本
の枠に収まらない、「心に火をつける」１冊となっています。 

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― 
第4版 

出版社 大学教育出版 

同時1アクセス(本体) ¥1,760 

同時3アクセス(本体) ¥3,520 

冊子版ISBN 9784864295352  

著編者名 長江 由美子 発行年 2018 商品コード 1030189299 

初めてビジネスマナーを学習する学生の方、基本的なビジネスマナーを身に着けたい方に最適の書。ファーストコンタクトをとり、実際に訪問す
るまでをシーンごとに学習できます。また本書には、社内外の方と関係を築くための、聞き方、伝え方などのコミュニケーションに関する内容も
含まれています。新刊にはＳＮＳのマナーを追加掲載。ＳＮＳを通じた人間関係の構築と情報の受発信のマナーを学ぶことができます。このテ
キストを通じて、基本的なビジネスマナーの根底にある、他者への思いやりの視点を身に着けていただけるよう、配慮しています。 

よくわかる自信がつくビジネスマナー  
改訂3版 【動画付】  

出版社 富士通エフ・オ－・エム 

同時1アクセス(本体) ¥4,207 

同時3アクセス(本体) ¥8,415 

冊子版ISBN 9784865103779  

著編者名 富士通エフ・オー・エム株式会社 発行年 2019 商品コード 1029787384 

社会人として知っておきたいビジネスマナーが学べます。あいさつや身だしなみなどのビジネスマナーだけでなく、ビジネスメールや
ビジネス文書の書き方についても学習できます。「確認問題」や「実践問題」、事例をもとにマナーを考える練習問題で確実にマナー
を習得することができます。特典として、本書の内容を具体的な動きで確認できる10の動画を用意しています。パソコン・タブレット・ス
マートフォンなどで視聴できます。 

大学生のための失敗しない大人のマナー  
（大学生活+2選書） 

出版社 旺文社 

同時1アクセス(本体) ¥4,400 

同時3アクセス(本体) ¥6,600 

冊子版ISBN 9784010527474  

著編者名 旺文社 発行年 2015 商品コード 1030945450 

・大学生活において必要となり、社会に出てからも役に立つさまざまな「マナー」について、シチュエーション別に解説しています。・1
テーマを基本的に見開き2ページで構成し、知りたいところから見ることができます。・イラスト・図表・例などを多数使用して、直感的に
もわかりやすく説明しています。・各章の最初には基礎チェックの○×問題、各章の最後にはチェック問題を掲載し、内容の確認がで
きます。 

就活に役立つタイトルを集めました! ぜひご活用ください! 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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思考を鍛えるレポート・論文作成法 = 
Developing critical thinking to write papers  
第3版 

出版社 慶應義塾大学出版会 

同時1アクセス(本体) ¥3,740 

同時3アクセス(本体) ¥5,610 

冊子版ISBN 9784766425772  

著編者名 井下 千以子 発行年 2019 商品コード 1029973252 

▼累計3万部の好評レポート・論文入門書の第3版▼文献の調べ方・読み方から、フォーマットに沿った書き方までを懇切丁寧に解説。
▼「引用」時の注意点の追記や重要単語の索引を付し、利便性を向上。 

「伝える力」と「地頭力」がいっきに高まる 
東大作文 

出版社 東洋経済新報社 

同時1アクセス(本体) ¥4,620 

同時3アクセス(本体) ¥6,930 

冊子版ISBN 9784492046395  

著編者名 西岡 壱誠 発行年 2019 商品コード 1030360937 

読めて、考えられても、書けなければ東大は受からない。ベストセラー東大生による「偏差値３５でもできた、誰にでも伝わる」作文術！ 

デザインブレインマッピング （※） 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥13,860 

冊子版ISBN 9784621303627  

著編者名 手塚 明 発行年 2019 商品コード 1030515228 

デザイン思考、経営工学を学び、実際に行動するための実践書。読者やその上司が新企画提案で不安に思う未来の不確実性に能動
的に向き合ってもらうために、エンジニアとデザイナーが連携して作った、デザイン思考アクションをチームで起こすための書籍。技術起
点と顧客起点、上流チームと下流チーム、デザイナーと工学屋等、従来分断気味であった双方の共創を促す環境の構築を目指す。 

正直、仕事のこと考えると憂鬱すぎて眠れない。 
 ―リアルすぎる!仕事の悩みあるある図鑑―  

出版社 東洋経済新報社 

同時1アクセス(本体) ¥4,290 

同時3アクセス(本体) ¥6,435 

冊子版ISBN 9784492223925  

著編者名 じゅえき太郎 発行年 2019 商品コード 1030988246 

SNSで大人気のじゅえき太郎先生、初の全編書き下ろし単著！読めばきっと明日ちょっと仕事に行きたくなる！ 

いちばんやさしい資料作成&プレゼンの教本 
 ―人気講師が教える「人の心をつかむプレゼン」の
すべて― 

出版社 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 

同時1アクセス(本体) ¥6,534 

同時3アクセス(本体) ¥13,068 

冊子版ISBN 9784295006008  

著編者名 高橋 惠一郎 発行年 2019 商品コード 1030550332 

日本最大級のまなびのマーケット「ストアカ」No.1プレゼン講師が【内容づくり】【資料のデザイン】【伝え方の練習】の3ステップで、成功
率が劇的にアップするプレゼンのノウハウを解説した、いちばんやさしい入門書です。数々のセミナーで解説してきたノウハウや、受
講者の求めるポイントを1冊に凝縮。ITの知識やデザインのセンス、プレゼンの経験がなくても理解できるように配慮しているほか、概
念やパワポの操作方法を丁寧に解説するのみならず、「なぜそうするのか」といった疑問にもお答えします。 

外国人留学生のための就職活動テキスト 

出版社 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 

同時1アクセス(本体) ¥7,260 

同時3アクセス(本体) ¥14,520 

冊子版ISBN 9784295006374  

著編者名 アークアカデミー 発行年 2019 商品コード 1030590894 

＊自分で書くための練習用シートが無料でダウンロード可能です。詳細は4ページをご参照ください。 本書は、エントリーシートや履
歴書、面接、メールや電話でのやりとりでアピールできる日本語を身に付ける事ができ、さらに日本独自の就活文化の知識も得られる、
留学生必携の1冊です。 

就 活 関 連 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

内定獲得のメソッド 就職活動がまるごと分かる本 いつ？  
どこで？ なにをする？ （マイナビオフィシャル就活BOOK 2021） 

岡 茂信 2019 9784839969646 ¥4,290  ¥12,012  1030517497 

内定獲得のメソッド 就活ノートの作り方  
（マイナビオフィシャル就活BOOK 2021） 

才木 弓加 2019 9784839969622 ¥4,224  ¥11,827  1030517498 

内定獲得のメソッド 業界＆職種研究ガイド  
（マイナビオフィシャル就活BOOK 2021） 

マイナビ出版 
編集部 2019 9784839969639 ¥3,960  ¥11,088  1030517499 

内定獲得のメソッド インターンシップ 仕事のホントを知る！  
見る！ 考える！ （マイナビオフィシャル就活BOOK 2021） 

岡 茂信 2019 9784839969547 ¥4,290  ¥12,012  1030517500 

内定獲得のメソッド 自己分析 適職へ導 
く書き込み式ワークシート （マイナビオフィシャル就活BOOK 2021） 

岡 茂信 2019 9784839969608 ¥4,290  ¥12,012  1030517501 

内定獲得のメソッド エントリーシート 完全突破塾  
（マイナビオフィシャル就活BOOK 2021） 

岡 茂信 2019 9784839969578 ¥4,290  ¥12,012  1030517502 

内定獲得のメソッド 一般常識 即戦力 問題集  
（マイナビオフィシャル就活BOOK 2021） 

日本キャリア 
サポートセンター 2019 9784839969554 ¥3,960  ¥11,088  1030517503 

内定獲得のメソッド SPI 解法の極意  
（マイナビオフィシャル就活BOOK 2021） 

日本キャリア 
サポートセンター 2019 9784839969592 ¥4,290  ¥12,012  1030517504 

内定獲得のメソッド 面接 自己PR 志望動機  
（マイナビオフィシャル就活BOOK 2021） 

才木 弓加 2019 9784839969615 ¥4,290  ¥12,012  1030517505 

内定獲得のメソッド 面接担当者の質問の意図  
（マイナビオフィシャル就活BOOK 2021） 

才木 弓加 2019 9784839969561 ¥3,960  ¥11,088  1030517506 

でるとこだけのSPI （マイナビオフィシャル就活BOOK 2021） 
日本キャリア 
サポートセンター 2019 9784839969585 ¥3,795  ¥10,626  1030517507 

要点マスター！ 就活マナー  
（マイナビオフィシャル就活BOOK 2021） 

美土路 雅子 2019 9784839969653 ¥3,234  ¥9,055  1030517508 

要点マスター！ SPI （マイナビオフィシャル就活BOOK 2021） 
日本キャリア 
サポートセンター 2019 9784839969684 ¥3,234  ¥9,055  1030517509 

要点マスター！ 一般常識  
（マイナビオフィシャル就活BOOK 2021） 

日本キャリア 
サポートセンター 2019 9784839969677 ¥3,234  ¥9,055  1030517510 

要点マスター！ 面接＆エントリーシート  
（マイナビオフィシャル就活BOOK 2021） 

才木 弓加 2019 9784839969660 ¥3,234  ¥9,055  1030517511 

2019年12月 

マイナビ就活BOOKの最新版が配信！電子書籍で就活をサポート！ 

2021 就活BOOK  
全15巻セット（分売可） 

同時1アクセス(本体)：￥58,575  同時3アクセス(本体)：￥164,010 
15点セット価格 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年12月 

就職四季報企業研究・インターンシップ版 2021年版  

著編者名 東洋経済新報社 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥4,620 同時3アクセス（本体） ¥6,930 

冊子版ISBN 9784492974339  商品コード 1030590833 

売上No.1の業界研究本『就職四季報』がインターンシップに臨む就活生を徹底サポート。9Stepでわかる、
企業研究の決定版！ 

就職四季報総合版 2020年版  

著編者名 東洋経済新報社 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥6,263 同時3アクセス（本体） ¥9,395 

冊子版ISBN 9784492971345  商品コード 1029342064 

『就職四季報』は先輩マンゾク度Ｎｏ．１の就活バイブル。求める人材、３年後離職率など５０００社の役立
つデータを集約した中立・独立的な会社研究本で、これでしかわからない情報満載。キミの就職先、必
ず探せます！ 

就職四季報女子版 2020年版  

著編者名 東洋経済新報社 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥6,171 同時3アクセス（本体） ¥9,256 

冊子版ISBN 9784492972335  商品コード 1029342065 

『就職四季報』は、女子学生の就活の味方。女性の採用傾向がひとめで分かる男女別採用実績はじめ、
会社に聞けない情報満載。会社研究に欠かせない情報を１冊に集約。アナタの就職先はこの本にきっ
とある！ 

就職四季報優良・中堅企業版 2020年版  

著編者名 東洋経済新報社 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥6,263 同時3アクセス（本体） ¥9,395 

冊子版ISBN 9784492972649  商品コード 1029342066 

有望企業を狙う就活生向けの待望の１冊。「総合版」「女子版」に載っていない、実力派企業４５００社の
あの情報が明らかに！ 

自分が「ここ、良い！」と思える企業に出会うために。就活に必要な、企業のホントの情報 

四 季 報  就職  

会社四季報業界地図 2020年版  
著編者名 東洋経済新報社 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥4,290 同時3アクセス（本体） ¥6,435 

冊子版ISBN 9784492973288  商品コード 1030990072 

『会社四季報』記者が172業界4030社の今を読み解く。信頼を集め、読み継がれて9年連続売り上げNo.1！ 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
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● 表示価格は税抜きです。 2019年12月 

キャリアデザイン できてますか！ 将来、自分を役立てる秘訣  【動画】（ステップ１） （※） 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥50,050  ¥77,000  1029835240 

大学生が就職試験を突破し希望の職業に就くためには、自らのキャリアデザインを明確に描き、自分をより強く売り
込むためのプレゼンテーションの力を身につけることが望まれます。この動画は、「キャリアデザインの立て方」につ
いて解説し、キャリア教育の専門家の解説を織り交ぜながら、就職活動に役立つ情報を盛り込んでいます。ワーク
シート＆資料（PDF）付き。（2016年制作/25分） 

面接マナーをマスターしてますか！ 面接官に好印象を与える秘訣  【動画】（ステップ２） （※） 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥50,050  ¥77,000  1029835241 

大学生が就職試験を突破し希望の職業に就くための必要な要素の一つに、面接マナーがあります。仕事に対して
の意欲や自信があっても、社会人としての基本的なマナーがなければ、企業は採用してくれません。この動画は、
「正しい面接マナー」を順序立てて構成し、キャリア教育の専門家の解説を織り交ぜながら、就職活動に役立つ情報
を盛り込んでいます。ワークシート＆資料（PDF）付き。（2016年制作/26分） 

自己プレゼン力に自信はありますか！ 面接官を説得する秘訣  【動画】（ステップ３） （※） 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥50,050  ¥77,000  1029835242 

大学生が就職試験を突破し希望の職業に就くためには、自らのキャリアデザインを明確に描くとともに、自分をより
強く売り込むためのプレゼンテーションの力を身につけることが望まれます。この動画は、「有効な自己プレゼンテー
ションの方法」を順序立てて構成し、キャリア教育の専門家の解説を織り交ぜながら、就職活動に役立つ情報を盛り
込んでいます。ワークシート＆資料（PDF）付き。（2016年制作/24分） 

● 動画は印刷・ダウンロードができません。 

大学生向け 就職成功の秘訣シリーズ  
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年12月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

書名 著編者 発行年 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

2018年新卒就職戦線総括 ―売り手市場は継続脚光浴びるインターンシップ― 
【スマホ・読上】（179） （※） 

高村 太朗 2017 ¥1,485  ¥2,970  1027984467 

学生が行ってみたいインターンシップ人気企業ランキング ―プレシーズンレポート― 
【スマホ・読上】（. 2019新卒就活戦線 ; 1 259） （※） 

高村 太朗 2017 ¥1,485  ¥2,970  1027984547 

大学3年生が選んだ就職人気企業ランキング ―激しさを増す学生獲得競争― 
【スマホ・読上】（327） （※） 

高村 太朗 2018 ¥1,485  ¥2,970  1030628560 

大学序列 ―35年の偏差値と就職実績で迫る : 1982-2017―【スマホ・読上】（355） （※） 臼井 真粧美 2017 ¥2,475  ¥4,950  1030628588 

データで見る2019年就職戦線総括 ―過熱するインターンシップ売り手市場継続で 
さらなる早期化―【スマホ・読上】（381） （※） 

高村 太朗 2018 ¥1,485  ¥2,970  1030628614 

学生が行ってみたいインターンシップ人気企業ランキング 【スマホ・読上】（412） （※） 高村 太朗 2018 ¥1,485  ¥2,970  1030628645 

書名 発行年 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

保険業界に就職する! （No.149） 2015 ¥1,320  ¥2,970  1025136720 

保険業界に就職する! 【スマホ・読上】（No.149） （※） 2015 ¥1,320  ¥2,970  1027979233 

「食える子」を育てる （No.209） 2017 ¥1,320  ¥2,970  1025228521 

「食える子」を育てる 【スマホ・読上】（No.209） （※） 2017 ¥1,320  ¥2,970  1027979293 

採用クライシス （No.285） 2018 ¥1,716  ¥3,861  1029672603 

採用クライシス 【スマホ・読上】（No.285） （※） 2018 ¥1,716  ¥3,861  1029672604 

AI時代に食える仕事・食えない仕事 （No.308） 2019 ¥1,650  ¥3,712  1030815355 

AI時代に食える仕事・食えない仕事 【スマホ・読上】（No.308） （※） 2019 ¥1,650  ¥3,712  1030815356 

東洋経済新報社 編 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年12月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

モバイルメディア時代の働き方 
 ―拡散するオフィス、集うノマドワーカー― 

出版社 勁草書房 

同時1アクセス(本体) ¥8,580 

同時3アクセス(本体) ¥12,870 

冊子版ISBN 9784326550821  

著編者名 松下 慶太 発行年 2019 商品コード 1030831414 

長時間労働や過労死の危機感は募り、働き方改革が急がれる。そもそも私たちは働きたくないのか？いや、「働きたいように、働きたい」
のだ。モバイルメディアが普及した現代の「働き方」は、何がどう変わったのか、変わっていないのか。日本のみならず世界各地での
フィールドワークに基づき、働き方への新しい視点と可能性を提供する。 

入門『地頭力を鍛える』32のキーワードで学ぶ 
思考法 

出版社 東洋経済新報社 

同時1アクセス(本体) ¥4,950 

同時3アクセス(本体) ¥7,425 

冊子版ISBN 9784492557884  

著編者名 細谷 功 発行年 2019 商品コード 1030831422 

戦略的思考、ロジカルシンキング、地頭力・・・・・・。３２のキーワードの「何？」「なぜ？」「どう使う？」がすっきりわかる。 

実践スタンフォード式デザイン思考 
 ―世界一クリエイティブな問題解決―（できるビジネス） 

出版社 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 

同時1アクセス(本体) ¥5,280 

同時3アクセス(本体) ¥15,840 

冊子版ISBN 9784295007326  

著編者名 ジャスパー・ウ 発行年 2019 商品コード 1030831442 

デザイン思考とは、「人々がもつ本当の問題」を解決するための考え方。共感、定義、アイデア、プロトタイプ、テストといったプロセスを通
して、ユーザーを理解し、新しいプロダクトのアイデアを生み出します。本書は、スタンフォード大学d.school出身の著者が、ファシリテー
ターとしてかかわってきたワークショップをベースとし、デザイン思考を身に付けるための具体的なノウハウを解説します。 

外資系企業で働く ―人事から見た日本企業との 

違いと生き抜く知恵― 

出版社 労働新聞社 

同時1アクセス(本体) ¥3,850 

同時3アクセス(本体) ¥6,160 

冊子版ISBN 9784897617275  

著編者名 鈴木 孝嗣 発行年 2018 商品コード 1030893593 

本書は、外資系企業と日本企業で人事を長く経験した著者が、両社の共通点と違いを紹介するだけでなく、外資系企業にまつわるイ
メージについても解説していますので、外資系企業への就職や転職を希望される方にもおすすめです。またこれからの厳しい時代に「会
社人間」としてどのように生きていけばよいのかも示唆しています。 

企業が採用した学生の基礎力とPROG研究 
論文集 2018（PROG白書） 

出版社 学事出版 

同時1アクセス(本体) ¥3,960 

同時3アクセス(本体) ¥5,940 

冊子版ISBN 9784761925093  

著編者名 PROG白書プロジェクト 発行年 2018 商品コード 1030910482 

新しい時代に必要とされる汎用的能力（ジェネリックスキル）を育成することを目的に開発されたＰＲＯＧテストは、全国の大学に広がりつ
つあるが、その活用事例と採用した企業における学生評価との相関を調べ、企業が求めている人材像を明らかにする。 

情報を集める技術・伝える技術 
 ―情報社会の一員として備えておくべき基礎知識― 

出版社 近代科学社 

同時1アクセス(本体) ¥6,072 

同時3アクセス(本体) ¥12,144 

冊子版ISBN 9784764960039  

著編者名 飯尾 淳 発行年 2019 商品コード 1030988250 

本書は、大学1、2年生が最低限身につけておくべき情報利活用のスキルをコンパクトにまとめたものです。具体例を多く交えて解説し、
若いビジネスマン、新社会人や社会人2～3年めで情報収集や整理・分析に悩んでいる方にも大いに参考となる内容です。本書を通読
すれば、高度情報化社会において必要な、情報の収集から発信までの基礎的な能力を身につけることができます。 

ビジネス文書と日本語表現 改訂2版 

出版社 学文社 

同時1アクセス(本体) ¥7,260 

同時3アクセス(本体) ¥10,890 

冊子版ISBN 9784762027109  

著編者名 河田 美恵子 発行年 2017 商品コード 1028397465 

「ビジネス文書と日本語表現」をテーマに、読み・書き・話す・聞くことの表現手段である、ビジネスの「言葉」に視点を定め、実践的でわかりやすい日本語表現
でさまざまな文章を書くことをねらいとした。「人間関係」や「場」に配慮した接遇表現、正しく美しい日本語で相手の心をつかむためのビジネス文書作成のコ
ツなど、基本理念から応用編までていねいに解説。送り仮名の付け方、意味による漢字・かなの使い分け、外来語の言い換えなど役立つ知識も満載。各章
末に演習問題を付しテキストとしても最適な即戦的解説書。様々な角度から見直しを行った 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年12月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

グッドバイブスご機嫌な仕事 

出版社 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 

同時1アクセス(本体) ¥4,950 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784295005476  

著編者名 倉園 佳三 発行年 2019 商品コード 1030550362 

■「もっとしあわせに働きたい」という、すべての人に！■「仕事＝苦痛なもの」という前提で労働時間の削減に躍起になる働き方改革からは、仕事のしあわせ
は得られません。本書では、仕事そのものから多くのしあわせを得ることによって「完全なご機嫌な仕事」を実現する方法や考え方を紹介します。「仕事がつま
らない」「会社や上司に不満がある」「明日にでも辞めたい」などと感じている人はもちろん、「日々の仕事をより充実させたい」「仲間といい関係を築きたい」
「毎日を楽しく働きたい」と考える人にもおすすめです。 

グッドバイブスご機嫌な仕事 【スマホ・読上】 （※） 

出版社 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 

同時1アクセス(本体) ¥4,950 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784295005476  

著編者名 倉園 佳三 発行年 2019 商品コード 1030550364 

■「もっとしあわせに働きたい」という、すべての人に！■「仕事＝苦痛なもの」という前提で労働時間の削減に躍起になる働き方改革からは、仕事のしあわせ
は得られません。本書では、仕事そのものから多くのしあわせを得ることによって「完全なご機嫌な仕事」を実現する方法や考え方を紹介します。「仕事がつま
らない」「会社や上司に不満がある」「明日にでも辞めたい」などと感じている人はもちろん、「日々の仕事をより充実させたい」「仲間といい関係を築きたい」
「毎日を楽しく働きたい」と考える人にもおすすめです。 

志を育てる ―リーダーとして自己を成長させ、 

道を切りひらくために―増補改訂版 

出版社 東洋経済新報社 

同時1アクセス(本体) ¥5,610 

同時3アクセス(本体) ¥8,415 

冊子版ISBN 9784492046463  

著編者名 グロービス経営大学院 発行年 2019 商品コード 1030590835 

様々な分野で活躍する人を取材する中で見えてきた、「志が生まれ、育っていくプロセス」の調査結果を書籍化した名著の改訂・増補版 

会話のきっかけレシピ 
 ―雑談の苦手がラクになる― 

出版社 大月書店 

同時1アクセス(本体) ¥3,872 

同時3アクセス(本体) ¥5,808 

冊子版ISBN 9784272420186  

著編者名 枚岡 治子 発行年 2019 商品コード 1030534293 

顔見知りくらいの関係だと何を話していいかわからず、何気ない雑談がとっても苦手。そんな著者が、少しずつ苦手を克服してきたツール
「会話のきっかけレシピ」をイラストとともに紹介。「会話の達人」にはなれなくても、気持ちがラクになります。 

イラストだから覚えられる日常生活や仕事で使う 
英単語1200 = Learn 1200 English words with 
illustrations 

出版社 クロスメディアランゲージ 

同時1アクセス(本体) ¥5,880 

同時3アクセス(本体) ¥11,761 

冊子版ISBN 9784295402664  

著編者名 石井 辰哉 発行年 2019 商品コード 1030550329 

学習用の音声データが無料でダウンロード可能です。詳細は「購入者特典 音声データの無料ダウンロード」のページをご参照ください。  大好評『イラスト
だから覚えられる 会話で必ず使う英単語1100』姉妹編が登場！ 英語学習が苦手な人にも大好評のシリーズ。日常生活･仕事で使う単語にイラストを添え
て1200 語を紹介。単語それぞれにつけた絵を見ながら、単語をイメージで楽しく覚えることができる。さらに類義語や派生語も豊富に紹介。英単語・和訳・例
文の音声もダウンロード可能。通勤通学時に聞きながら覚えられる！ 

就職活動を勝ち抜く「見た目力」 ―面接試験に 

必ず通るための「自分」を見せる [○秘] テクニック― 

出版社 アスペクト 

同時1アクセス(本体) ¥3,146 

同時3アクセス(本体) ¥9,438 

冊子版ISBN 9784757220409  

著編者名 竹内 一郎 発行年 2012 商品コード 1028304218 

『人は見た目が9割』の竹内一郎が就活を徹底分析！面接試験に必ず通るための「自分」を見せるマル秘テクニック。面接試験で勝ち抜
くためのしぐさ、笑顔、表情のつくり方、声の出し方、あらゆる方法をお伝えします。 

就活テクニック大全 
 ―最小の努力で「トップ内定」し「仕事力」も高める―  

出版社 東洋経済新報社 

同時1アクセス(本体) ¥3,960 

同時3アクセス(本体) ¥5,940 

冊子版ISBN 9784492223888  

著編者名 坂本 直文 発行年 2019 商品コード 1029973215 

「エントリーシート本」売上ランキング１１年連続１位 （大手書店・大学生協）の著者のノウハウを１冊にまとめた完全版、遂に刊行！ 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年12月 

よくわかる森式就活完全ガイド 第2版 

出版社 ユーキャン 

同時1アクセス(本体) ¥3,300 

同時3アクセス(本体) ¥4,950 

冊子版ISBN 9784426604097  

著編者名 森 吉弘 発行年 2012 商品コード 1018822817 

のべ22000人以上の就活生を指導してきた「森ゼミ」代表の著者が、まちがいのない就活を熱く伝授! 重要な点を見やすく配し、イラストや図表、先輩たちの体験
談などを豊富に収録する。書き込みページあり。 

よくわかる森式就活履歴書・エントリーシート 
[2016年度版] （森ゼミ×就職活動の神様） 

出版社 ユーキャン 

同時1アクセス(本体) ¥3,850 

同時3アクセス(本体) ¥5,830 

冊子版ISBN 9784426605957  

著編者名 森 吉弘 発行年 2014 商品コード 1018822818 

学び舎「森ゼミ」の就活履歴書・エントリーシートのノウハウを、就活生の視点に立って、内定をとった実例とともに、わかりやすく解説する。書き込み式の「自己分
析」「業種・職種研究」チェックシートも掲載。 

よくわかる森式就活面接 [2016年度版]  
（森ゼミ×就職活動の神様） 

出版社 ユーキャン 

同時1アクセス(本体) ¥3,850 

同時3アクセス(本体) ¥5,830 

冊子版ISBN 9784426605940  

著編者名 森 吉弘 発行年 2014 商品コード 1018822819 

「面接」でよく聞かれる質問、ピンチのときに役立つワザ、業界ごとにまとめた攻略法、実際に行われた「面接」の再現など、学び舎「森ゼミ」の実践的ノウハウを紹
介する。 

就活・自己PRに使えるフレーズ&キーワード1000 
（就職活動の神様） 

出版社 ユーキャン 

同時1アクセス(本体) ¥3,850 

同時3アクセス(本体) ¥5,830 

冊子版ISBN 9784426604882  

著編者名 ユーキャン就職試験研究会 発行年 2013 商品コード 1018822821 

「熱意・意欲」をアピールする言葉、「経験・実績」を表現する言葉など、就活・自己PRに使えるフレーズ&キーワードをまとめたボキャブラリー集。語句ごとに例文・
似た言葉も紹介する。 

就職活動の神様の一般常識速習テキスト 第4版
（就職活動の神様のテスト対策!） 

出版社 ユーキャン 

同時1アクセス(本体) ¥2,750 

同時3アクセス(本体) ¥4,180 

冊子版ISBN 9784426604103  

著編者名 ユーキャン就職試験研究会 発行年 2012 商品コード 1018822822 

一般常識の「よく出る」重要ポイントをまとめた要点整理集。効率的にインプットができる1冊。赤シート&暗記資料満載の別冊付き。 

就職活動の神様の一般常識問題集 第4版 
（就職活動の神様のテスト対策!） 

出版社 ユーキャン 

同時1アクセス(本体) ¥2,750 

同時3アクセス(本体) ¥4,180 

冊子版ISBN 9784426604110  

著編者名 ユーキャン就職試験研究会 発行年 2012 商品コード 1018822823 

全問に「頻出度」を3段階表示。よく出る重要問題からチャレンジできるから効率的に学習できる。理解を助ける補足解説も充実。 

就職活動の神様の一般常識これだけ!一問一答集  
第3版（就職活動の神様のテスト対策!） 

出版社 ユーキャン 

同時1アクセス(本体) ¥2,420 

同時3アクセス(本体) ¥3,630 

冊子版ISBN 9784426604127  

著編者名 ユーキャン就職試験研究会 発行年 2012 商品コード 1018822824 

就職試験・一般常識の重要項目を一問一答形式でコンパクトにまとめた問題集です。社会・国語・英語・数学・理科・教養・マナーまで、頻出約1700問を厳選収
録しています。繰り返し問題を解くことで、一般常識試験に必須の重要知識をインプットできます。判型は、持ち運びに便利な新書サイズ。電車での移動中など、
空いた時間にいつでもどこでも手軽に学習が可能。さらに、プラスαの重要暗記項目は、各章末の「覚えておきたい常識」ページに、図表やイラストを用いてコン
パクトにまとめました。試験直前期の最終チェックにも効果的です。 

ユーキャンの一般常識スピードチェック定番の
1,000問 第4版（就職活動の神様のテスト対策!） 

出版社 ユーキャン 

同時1アクセス(本体) ¥2,750 

同時3アクセス(本体) ¥4,180 

冊子版ISBN 9784426605964  

著編者名 ユーキャン就職試験研究会 発行年 2014 商品コード 1018822825 

「就職試験に出る一般常識」が総ざらいできる1冊。一般常識問題で定番となっている1,000問をピックアップ。ポイントを絞った内容だから、忙しい就活生がスキ
マ時間に勉強するのに最適です。 一般常識の定番問題1,000問を厳選。筆記試験で出題される可能性の高い内容を中心にまとめました。使い勝手の良い「一
問一答&赤シート」形式で、「社会」「国語」「英語」「数学」「理科」の5科目それぞれの定番問題を学習できます。 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
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● 表示価格は税抜きです。 2019年12月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

工業系学生のための就活ガイダンス 
 ―モノづくり関連企業への就職を考える― 

出版社 丸善雄松堂 

同時1アクセス(本体) ¥3,080 

同時3アクセス(本体) ¥4,620 

冊子版ISBN 9784907532017  

著編者名 粟津 敬雄 発行年 2014 商品コード 1024109159 

モノづくり関連企業への就職を目指す工業系の学生に向けて、「トヨタ」で経験を積んだ就活支援のプロが、自己PRと志望動機の書き方、学生生活の過ごし方、
就職後の人生などについて指南する。 

理系のためのキャリアデザイン 
 ―戦略的就活術― 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784621088258  

著編者名 増沢 隆太 発行年 2014 商品コード 1024854080 

理系学生の就活では、研究を生かした自己アピールが必要になります。学部卒と院生では選べる進路や職種が違ったり、研究室推薦があったり、一般的な就活
本ではカバーできない特殊な世界が広がっています。本書は理系大学でキャリアデザインの講義を持ち、企業での人事業務の経験も持つ著者が、授業で教え
ている「戦略的就活」の内容を書籍化したもので、理系ならではの強みを生かした就活テクニックの数々を紹介します。 

理工系学生のためのキャリアナビゲーション 
 ―就職活動準備ワークブック― （※） 

出版社 コロナ社 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784339078190  

著編者名 二上 武生 発行年 2018 商品コード 1030831508 

歩む道や生き方は皆違うからこそ自分の責任で選択をしなければならない。本書は様々な資料や図解を交えキャリアの考え方を話し口調で平易に解説。キャリ
アについて再考したい社会人、キャリア教育とは何かを考える指導者にも最適。 

博士になったらどう生きる? 
 ―78名が語るキャリアパス― 

出版社 勉誠出版 

同時1アクセス(本体) ¥3,960 

同時3アクセス(本体) ¥5,940 

冊子版ISBN 9784585230564  

著編者名 吉田 塁 発行年 2017 商品コード 1027666296 
ポスドク問題、高学歴ワーキングプア…。不安の時代に、先輩たちの辿った道をたずねる。各分野78名のインタビューから、今しなければいけないこと、そして、未来を拓くヒ
ントが見えてきた。【推薦のことば】才能とは執念、しぶとい持続力だ。でも、同時にキャリアを築いていくにはモデルや戦略も必要なのだ。本書は、未来を切り拓こうとする若き
研究者のために幅広い具体例を提供する。この本はきっと、君が望む道を歩むためのバイブルとなるはずだ。（東京大学教授 吉見俊哉） 

サービス産業要覧 2018年版 

出版社 富士経済ネットワークス 

同時1アクセス(本体) ¥198,000 

同時3アクセス(本体) ¥297,000 

冊子版ISBN 9784938309749  

著編者名 富士経済ネットワークス 発行年 2018 商品コード 1029312019 

サービス産業のうち、主要な対個人サービス業及び対事業所サービス業70業種の市場動向、参入事例の分析及び事業実態を調査しました。各市場の変遷、特
性/業界環境、市場規模推移と予測、2017年～2018年のトレンド、注目EC事例、注目企業動向、マーケットシェア、市場展望(課題と今後の展望、市場の成長要
因・阻害要因、海外動向)、関連市場/競合市場動向、主要企業の事業実態などを収載しています。 

理系のための知的財産権 

出版社 南山堂 

同時1アクセス(本体) ¥5,940 

同時3アクセス(本体) ¥8,910 

冊子版ISBN 9784525030315  

著編者名 服部 誠 発行年 2019 商品コード 1030988275 

理系の研究者が自身の成果を守るとき，他者の知恵を借りるとき，著作権・特許権などの「知的財産権」は常につきまとう．そして，一つひとつを正しく理解してい
なければ，誰でも不正と認定される恐れのある重要な問題である．理系研究者が知っておかなければならない知財のポイントを，図表と具体的判例によりわかり
やすく解説した一冊． 

理系のためのベンチャービジネス実践論 （※） 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥7,260 

同時3アクセス(本体) ¥10,890 

冊子版ISBN 9784621303788  

著編者名 千葉大学ベンチャービジネスラボラトリー 発行年 2019 商品コード 1030515226 

理工系のバックグラウンドがあるからこそ見つかる、ビジネスのタネ。それをいかに育てるか？ そのときに大切なことは？本書では、起業家やその支援者、
シーズを生む大学教員など12名が、自らの経験と、スタートアップに必要な考え方を披露しています。起業に関心のある理工系学生・研究者・技術者必読の、
ベンチャー起業の実際がわかる一冊です。 

ゲーム産業白書 2018 

出版社 メディアクリエイト 

同時1アクセス(本体) ¥132,000 

同時3アクセス(本体) ¥198,000 

冊子版ISBN 9784944180738  

著編者名   発行年 2018 商品コード 1029684268 

幕開け――ゲーム新時代。「PS4」と「Nintendo Switch」、2強がもたらす芳醇な3年間の始まり。「ショービジネス化するコンテンツ」「興行としてのeスポーツ」「AIに
よるゲーム開発の可能性と課題」「ゲーム実況を販促にどう活かす」「いずれは世界標準？ 今、中国で起きている4つの事実」など、2017年のゲーム市場を語るう
えで欠かせないテーマを掲載。ゲームビジネスの現状と今後を知るために不可欠な1冊。 
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性格検査には「正答」がある! 
 ―就職適性試験対応―第3版 

出版社 自由国民社 

同時1アクセス(本体) ¥4,620 

同時3アクセス(本体) ¥6,930 

冊子版ISBN 9784426116477  

著編者名 河瀬 厚 発行年 2013 商品コード 1016467398 

主要「性格適性検査」の傾向と対策をズバリ解説! 心理学の領域における性格検査や、就職試験の性格適性検査とはどのようなものなのかを踏まえた上で、性
格適性検査にどう対応するかを具体的に説明する。 

どうして就職活動はつらいのか 

出版社 大月書店 

同時1アクセス(本体) ¥3,872 

同時3アクセス(本体) ¥5,808 

冊子版ISBN 9784272310517  

著編者名 双木 あかり 発行年 2015 商品コード 1018710943 

突然就活モードに切り替わる友人たち、薄っぺらい自己分析、大量のエントリーシート、突きつけられる「不合格」-。就職活動の苦しみの理由を、当事者が綴る。
2013年から2014年にかけて執筆した学士論文を単行本化。 

人文・社会科学系大学院生のキャリアを切り拓く 
 ―「研究と就職」をつなぐ実践― 

出版社 大月書店 

同時1アクセス(本体) ¥5,808 

同時3アクセス(本体) ¥8,712 

冊子版ISBN 9784272412228  

著編者名 佐藤 裕 発行年 2014 商品コード 1018934462 

文系の大学院生に特化したキャリア支援を手がける一橋大学のスタッフが、<研究と就職>のためのポイントを具体的・実践的に提供。研究職志望者・企業就職
希望者の双方に対応し、ポストドクターなどにも役立つテキスト。 

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! = Self-marketing for your job hunting : get an 
official job offer by strategic thinking― 

出版社 中央経済社 

同時1アクセス(本体) ¥3,135 

同時3アクセス(本体) ¥4,180 

冊子版ISBN 9784502691607  

著編者名 佐藤 正弘 発行年 2011 商品コード 1018868014 

就職活動とは自分自身をマーケティングすること。マーケティングの理論や思考法を用いて、就職活動を実践する方法を解説する。先輩たちのエントリーシート
例も収録。 

就活のリアル ―いまどき就活の歩き方― 

出版社 中央経済社 

同時1アクセス(本体) ¥2,640 

同時3アクセス(本体) ¥3,520 

冊子版ISBN 9784502698408  

著編者名 福与 弘己 発行年 2012 商品コード 1018868016 

なぜ就職できない人が多いのか、企業はどのような人材を求めているのか、その自己分析・自己PRは本当に正しいのか…。延べ1万人以上と面接をした著者が、
これからの就活戦略の思考法を伝授する。自己PR作成表つき。 

海外留学がキャリアと人生に与えるインパクト 
 ―大規模調査による留学の効果測定 = Impact of study 

abroad on career development and life― 

出版社 学文社 

同時1アクセス(本体) ¥11,550 

同時3アクセス(本体) ¥17,325 

冊子版ISBN 9784762028021  

著編者名 横田 雅弘 発行年 2018 商品コード 1028397447 

欧米で行われてきたいくつかの「留学の効果と意味」を問う大規模調査を参考にしつつ、日本の文化・社会における留学のインパクトを長期的な観点から回顧的
に評価してもらう日本で初めての大規模質問紙調査の報告であり、留学をしなかった対照群との比較も交えて検証する。 

危機のなかの若者たち 
 ―教育とキャリアに関する5年間の追跡調査― 

出版社 東京大学出版会 

同時1アクセス(本体) ¥8,910 

同時3アクセス(本体) ¥22,275 

冊子版ISBN 9784130513371  

著編者名 乾 彰夫 発行年 2017 商品コード 1029502748 

現代日本に生きる若者たちはどのような問題に直面しているのか。大規模な追跡調査を実施し、学校での経験や就労、家族や地域のありかた、社会意識や人
間関係など、さまざまな角度からその現状と課題を浮き彫りにする。若者問題を考えるために基本となる一冊。 

世界で活躍する仕事100 
 ―10代からの国際協力キャリアナビ―  

出版社 東洋経済新報社 

同時1アクセス(本体) ¥7,260 

同時3アクセス(本体) ¥10,890 

冊子版ISBN 9784492046265  

著編者名 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 発行年 2018 商品コード 1028301444 

やりたいこと、必ず見つかる！ 国際協力に関わる１００の仕事のキャリアパス、難易度、給与水準から待遇まですべてを掲載！ 
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新キャリア開発支援論 ―AI時代のキャリア自律に 

向けて : career development supporting program― 

出版社 学事出版 

同時1アクセス(本体) ¥2,970 

同時3アクセス(本体) ¥4,455 

冊子版ISBN 9784761923198  

著編者名 松村 直樹 発行年 2017 商品コード 1025600105 

ＡＩ時代が本格的に到来したとき、大学におけるキャリア開発支援の内容はどのように変わるのか、学生の基礎力（ジェネリックスキル）をどう育成するのかを考察・
提案。ＡＩ時代に必要な能力育成論。 

わかりやすいキャリア学 
 ―成長するためのキャリアデザイン― 

出版社 学文社 

同時1アクセス(本体) ¥7,590 

同時3アクセス(本体) ¥11,385 

冊子版ISBN 9784762027970  

著編者名 古閑 博美 発行年 2018 商品コード 1028397463 

キャリアへの理解を深め、キャリアデザインに必要な知識と戦略を学び、人間的成長を期す読者の将来に役立つ書。キャリア学を実学（実証の科学）と目される
キャリア教育の理論的、実践的学域に位置付け、それぞれわかりやすく解説する。 

中村一樹式SPI2ドリル内定の力500 
 ―これで完璧!― 

出版社 三和書籍 

同時1アクセス(本体) ¥3,850 

同時3アクセス(本体) ¥5,775 

冊子版ISBN 9784862511034  

著編者名 中村 一樹 発行年 2011 商品コード 1029684312 

就職筆記試験の最大手である「SPI ２試験」を突破するために必要な勉強のノウハウを、ドリル形式の一冊の本にしました。実際に試験で繰り返し出題される事項
は、本当は限られています。本書は、実際の「SPI ２試験」出題問題を徹底的に分析したうえで、①「試験を突破するために不可欠」の分野を厳選し、②「最小限
の努力で最大限の効果」を発揮できるように、SPI ２試験のポイントをまとめました。 

学生時代にキャリア力を身につけよう  
（21世紀南山の経済学 8） 

出版社 日本経済評論社 

同時1アクセス(本体) ¥1,155 

同時3アクセス(本体) ¥1,732 

冊子版ISBN 9784818824904  

著編者名 近藤 仁 発行年 2018 商品コード 1028063188 

将来のキャリア向上に向けて！ 日本では，新規大学卒業者の10人中３人が３年以内に離職する。 希望する企業に就職したはずが，多くのミスマッチが発生し
ている。社会人としての将来を見据えたキャリア設計を行うため、学生のうちにすべきことはなにか。 

キャリア・マネジメントの未来図 ―ダイバーシティと

インクルージョンの視点からの展望― 

出版社 八千代出版 

同時1アクセス(本体) ¥3,850 

同時3アクセス(本体) ¥5,720 

冊子版ISBN 9784842917122  

著編者名 二神 枝保 発行年 2017 商品コード 1028340346 

働き方改革が模索される今日、ダイバーシティとインクルージョンの視点から、キャリア・マネジメントの未来図を予測し展望する。「人はなぜ働くのか」「キャリアと
は何か」など現代社会で働く人びとのテーマ、とくに女性や障がい者のキャリア・マネジメントについて検討し、その現状と課題を考察、さらにダイバーシティとイン
クルージョンをキーワードとした、企業のキャリア・マネジメントのベスト・プラクティスを分析する 

よくわかる自信がつくプレゼンテーション 
 ―引きつけて離さないテクニック―改訂版 

出版社 富士通エフ・オ－・エム 

同時1アクセス(本体) ¥4,455 

同時3アクセス(本体) ¥8,910 

冊子版ISBN 9784865103427  

著編者名 富士通エフ・オー・エム 発行年 2018 商品コード 1026725162 

初めてプレゼンテーションを実施する方や、効果的なプレゼンテーションを実施したい方を対象に、プレゼンテーションの企画から設計、実施、さらには実施後
のフォローまで、必要な知識やスキルを習得するための教材です。プレゼンテーションの振り返りに役立つ「チェックシート」、「PowerPoint 2016/2013の基本機
能」を添付しています。事前準備から実施まで、ポイントを押さえた実践動画付き。 

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― （※） 

出版社 有斐閣 

同時1アクセス(本体) ¥3,740 

同時3アクセス(本体) ¥5,610 

冊子版ISBN 9784641174252  

著編者名 筒井 美紀 発行年 2016 商品コード 1024015028 

大学生が陥りやすい将来・就活の不安を解消する一冊。働くことを中心とした将来のことについて必要最低限の知識を提示し、キャリアデザインのコツを紹介
する。クイズ、対話的練習問題も掲載。 

キャリアのみかた ―図で見る110のポイント―  

改訂版 （※） 

出版社 有斐閣 

同時1アクセス(本体) ¥4,180 

同時3アクセス(本体) ¥6,270 

冊子版ISBN 9784641164383  

著編者名 阿部 正浩 発行年 2014 商品コード 1016480243 

キャリア形成に役立つデータとその確かな見方を，やさしく解説した好評書の最新版。図表と解説が見開き２ページで完結し，ビジュアルで読みやすい。図表を
最新のデータにアップデートし，章末の労働法コラムを一層充実。就活前の基礎知識の習得にも最適な１冊。 
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これから学会発表する若者のために 
 ―ポスターと口頭のプレゼン技術―第2版 （※） 

出版社 共立出版 

同時1アクセス(本体) ¥8,910 

同時3アクセス(本体) ¥13,365 

冊子版ISBN 9784320006102  

著編者名 酒井 聡樹 発行年 2018 商品コード 1030831495 

初版が出版されてから9年半、筆者はわかりやすいプレゼンをずっと追求してきた。発表内容の練り方（本書第2部にまとめられている
もの）に関しても思考を続けてきた。そして、この9年半に得たものをすべて注ぎ込み、新たなる本として生まれ変わったのが本書であ
る。各章の冒頭に要点をおき、重要なことがすぐにわかるようになった。ポスター・スライドの良い例と悪い例が対で出てくるので、良い
点と悪い点が明確になった。説明の仕方も大きく変わり、わかりやすさという点でも大きく進歩した。 

社会科学系学生のための基礎数学 

出版社 共立出版 

同時1アクセス(本体) ¥7,260 

同時3アクセス(本体) ¥10,890 

冊子版ISBN 9784320111332  

著編者名 塩出 省吾 発行年 2017 商品コード 1026405268 

本書では経済学部や経営学部などの社会科学を学ぶのに必要な数学の知識を説明する。数学が得意でない学生のために、少しでも理解を進めるため
にはどうすればよいか、また就職のときに役に立つほうが学習する動機を与えられるのではないか、と考えて執筆した。高校で学んだ数学を復習し、その
うえで専門科目に必要な数学を学べるよう配慮した。実践問題を通じて、数学が現実の社会にどのように役立っているか学習する。また、公務員試験や
就職試験のSPI等で必要な数学を意識して、それらの内容も盛り込んだ。 

行政法の基本 
 ―重要判例からのアプローチ―第6版 

出版社 法律文化社 

同時1アクセス(本体) ¥5,940 

同時3アクセス(本体) ¥8,910 

冊子版ISBN 9784589038302  

著編者名 北村 和生 発行年 2017 商品コード 1028340383 

各種公務員試験受験者を念頭に重要判例から学説を整理した好評書の改訂版。最新法令・判例の追加を行うとともに、各章冒頭の
導入部分や新聞記事、コラムなどを大幅に刷新し、行政法の現在の動向が分かるように工夫。 

公務員をめざす人に贈る行政法教科書 

出版社 法律文化社 

同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥8,250 

冊子版ISBN 9784589039514  

著編者名 板垣 勝彦 発行年 2018 商品コード 1030574750 

行政法の全体像をコンパクトに描き、公務員志望者のニーズに応えたテキスト。行政法で問題となる紛争類型を4タイプで示すなどの
工夫により、ほとんどの事例に対応。です・ます調の丁寧な説明で、読み物として楽しみながら知識が身に付く。 

過労死は防げる 
 ―弁護士・労働組合が今、伝えたいこと― 

出版社 かもがわ出版 

同時1アクセス(本体) ¥2,200 

同時3アクセス(本体) ¥3,300 

冊子版ISBN 9784780310177  

著編者名 連合大阪法曹団有志 発行年 2019 商品コード 1030606980 

過労死を生み出す長時間・過重労働の実態を踏まえ、防ぐための基礎知識、本人や家族、同僚、労働組合にできることなどを当事者
が示す。 

小さな会社でぼくは育つ 【スマホ・読上】 

（しごとのわ） （※） 

出版社 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 

同時1アクセス(本体) ¥4,455 

同時3アクセス(本体) ¥8,910 

冊子版ISBN 9784295000648  

著編者名 神吉 直人 発行年 2017 商品コード 1028157753 

小さな会社で働く魅力はズバリ……!中小企業は「安定していない」「しっかりした研修がない」「人材不足」という声も多々あるが、小さ
な会社で働くメリットとして、一人の責任が大きく、やりがいを感じやすいことが挙げられる。大企業と比べ、成長するチャンスがたくさ
ん転がっているのだ!そんな中小企業という場のメリットを享受するための力の付け方を経営学者の神吉直人氏が伝授する。こんな
ことが分かります。 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年12月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

社会人になる前に知っておきたいビジネス 
パーソンの常識とマナー 

出版社 学文社 

同時1アクセス(本体) ¥5,940 

同時3アクセス(本体) ¥8,910 

冊子版ISBN 9784762026287  

著編者名 白川 美知子 発行年 2016 商品コード 1022212590 

ビジネスの基礎、ＴＢＬ（Team Based Learning）：チーム基盤型学習、ビジネス実務から構成。ビジネスを学習する学生や新社会人を
対象に、ビジネスパーソンとして、仕事に対するとらえ方や、ビジネス実務に関する知識とその活用を紹介。ビジネスの基本、ビジネ
スマナーを習得することで、就職の際の面接試験などにも役立ち、社会人として即戦力になるように構成。 

女性の健康とライフスタイル 
 ―ビジネス目線と学際的な視座から― 

出版社 大学教育出版 

同時1アクセス(本体) ¥1,650 

同時3アクセス(本体) ¥3,300 

冊子版ISBN 9784866920115  

著編者名 並木 幸久 発行年 2019 商品コード 1030483174 

学際的な視点とビジネス的な視点で女性の健康についてまとめた。物理、経済、ＩＣＴ、人工知能、高精度医療、デジタルヘルスのよ
うな専門的なテーマや最先端トピックも盛り込んだ一冊。 

女性リーダー育成のために 
 ―グローバル時代のリーダーシップ論― 

出版社 勁草書房 

同時1アクセス(本体) ¥7,920 

同時3アクセス(本体) ¥11,880 

冊子版ISBN 9784326654215  

著編者名 お茶の水女子大学グローバルリーダーシップ研究所 発行年 2019 商品コード 1029973209 

女性活躍推進法の制定以降、女性リーダーに関する社会の関心が高まっている。だが国際比較では、日本における女性リーダーを
めぐる実態にはなお乖離がある。この状況をいかに打破するのか、国内外でリーダーシップを発揮できる人材育成をめざすお茶の
水女子大学で行われた、各界で活躍する講師による連続講演会の内容をまとめた一冊。 

やまとをみなの女性学 ―女性が輝く時代― 

出版社 三和書籍 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784862513106  

著編者名 花村 邦昭 発行年 2017 商品コード 1028515435 

たおやかで逞しい日本女性の系譜を歴史上にたどりながら、〝やまとをみな〟の現代的意味を良妻賢母論（広くはジェンダー論）の
観点を踏まえつつ考えます。社会有用の存在として職業生活を立派に営みながら同時に家政も見事に宰領している女性たちに焦点
化した現代社会論がここでの主眼です。要素還元主義に立脚する“機械論パラダイム”の行き詰まりを超克するパラダイムとして包
括生成主義に拠る“生命論パラダイム”がそれに理論的根拠を与えます。 

働く発達障害の人のキャリアアップに必要な 
50のこと ―人材紹介のプロがつくった― （※） 

出版社 弘文堂 

同時1アクセス(本体) ¥5,940 

同時3アクセス(本体) ¥8,910 

冊子版ISBN 9784335651847  

著編者名 石井 京子 発行年 2018 商品コード 1030831416 

働く力を伸ばしたい！ 障害特性から、先の見通しを立てづらい当事者にとって、もっと責任ある立場なりたい、職場の一員として信
頼され、もっと仕事を任されたいと思っても、ビジネスパーソンとしての成長を図ることは難しいことです。本書では、当事者の障害特
性を考慮したうえで、キャリアアップに必要な知識、マナー、スキルを具体的に解説。発達障害の人のキャリアデザインを、当事者の
みなさんと一緒に考える一冊です。 

高校・大学における発達障害者のキャリア 
教育と就活サポート 

出版社 黎明書房 

同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥8,250 

冊子版ISBN 9784654023080  

著編者名 小谷 裕実 発行年 2018 商品コード 1029883433 

教育、福祉、医療、心理など各分野の専門家が、発達障害者の高校から大学卒業までのキャリア教育、就労支援、生活支援につい
て詳述。日々の生活を意識した福祉・教育現場での実際の取り組みを紹介。 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
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● 表示価格は税抜きです。 2019年12月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

書名 著編者 出版社 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

余暇の現状と産業・市場の動向 [2017] （レジャー白書 2017） 日本生産性本部 生産性出版 2017 9784820120698 ¥23,100  ¥46,200  1029834012 

余暇の現状と産業・市場の動向 [2018] （レジャー白書 2018） 日本生産性本部 生産性出版 2018 9784820120797 ¥23,100  ¥46,200  1029834013 

業界分析ハンドブック 
 ―経営戦略が評価される企業75― 

みずほ証券エク
イティ調査部 

東洋経済新報社 2017 9784492762363 ¥6,600  ¥9,900  1027659340 

ようこそ小売業の世界へ 
 ―先人に学ぶ商いのこころ―改訂版 

小林 二三夫 商業界 2017 9784785505240 ¥6,930  ¥13,860  1027913979 

ようこそ小売業の世界へ 
 ―先人に学ぶ商いのこころ―改訂版 【スマホ・読上】 （※） 

小林 二三夫 商業界 2017 9784785505240 ¥6,930  ¥13,860  1027984766 

たった1分で会話が弾み、印象まで良くなる聞く力の教科書 魚住 りえ 東洋経済新報社 2017 9784492046104 ¥4,290  ¥6,435  1026888859 

たった1分で会話が弾み、印象まで良くなる聞く力の教科書  
【スマホ・読上】 （※） 

魚住 りえ 東洋経済新報社 2017 9784492046104 ¥4,290  ¥6,435  1027984646 

ロジカル・シンキング練習帳 
 ―論理的な考え方と書き方の基本を学ぶ51問― 

照屋 華子 東洋経済新報社 2018 9784492533925 ¥4,950  ¥7,425  1028063172 

転職者のための自己分析 2020年度版 
 ―採用獲得のメソッド― 

谷所 健一郎 マイナビ出版 2018 9784839965075 ¥3,575  ¥8,937  1028352526 

現代用語の基礎知識 2019 自由国民社 自由国民社 2019 9784426101374 ¥9,350  ¥14,025  1031064002 
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【首都圏】 〒105-0022  東京都港区海岸1-9-18  国際浜松町ビル TEL: 03-6367-6080　FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】

　神奈川静岡営業部 〒244-0805 横浜市戸塚区川上町85-1　N&Fビル4階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

　筑波営業部 〒305-0005 つくば市天久保4-6-4 TEL: 029-851-6000　FAX: 029-851-4310

　首都圏営業部 〒190-0011 立川市高松町3-1-5　新立川ビル5階 TEL: 042-512-8511　FAX: 042-512-9630

【北海道・東北】

　札幌営業部 〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60 TEL: 011-884-8222　FAX: 011-884-8250

　仙台営業部 〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階 TEL: 022-222-1133　FAX: 022-265-7516

　盛岡営業所 〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14  JT本町ビル2階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【東海・北陸】

　名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15  JPR名古屋伏見ビル5階 TEL: 052-209-2602　FAX: 052-209-2614

　金沢営業部 〒920-0024 金沢市西念1-1-3   コンフィデンス金沢5階 TEL: 076-231-3155　FAX: 076-231-3299

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 TEL: 06-6251-2622　FAX: 06-6251-2588

　京都営業部 〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10  大日本印刷（株）京都工場内 TEL: 075-863-5321　FAX: 075-863-5352

　神戸営業部 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36  岩屋ビル TEL: 078-389-5311　FAX: 078-389-5312

【中四国】

　岡山営業部 〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50 TEL: 086-231-2262　FAX: 086-231-4370

　松山営業所 〒790-0806 松山市緑町2-10-10  FURUMOTOビル1階 TEL: 089-941-5279　FAX: 089-933-7754

　広島営業部 〒730-0037 広島市中区中町7-23  住生平和大通り第2ビル6階 TEL: 082-247-2252　FAX: 082-247-1576

【九州】

　福岡営業部 〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11 TEL: 092-561-1831　FAX: 092-561-1854

　長崎営業所 〒852-8102 長崎市坂本1-8-33 TEL: 095-843-0355　FAX: 095-843-0333

　熊本営業所 〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23　桜ビル辛島町3F TEL: 096-312-0533　FAX: 096-241-8801

　沖縄営業所 〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7  不動産会館ビル6階 TEL: 098-861-4837　FAX: 098-863-0090

 

◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。

丸善雄松堂株式会社  学術情報ソリューション事業部　Maruzen eBook Library 担当

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　TEL: (03)6367-6008　FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp
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