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サービス産業生産性向上入門 : 実例でよくわかる! 内藤耕著 日刊工業新聞社 2010.4 100121820 673.9||Na

山奥の小さな旅館が連日外国人客で満室になる理
由 : 「地域再生はインバウンドから」を合言葉に
名湯の復活を目指す

二宮謙児著 あさ出版 2017.7 100121914 689.8||Ni

進化する5つ星ホテルのおもてなし英語 関優子著 東京書籍 2015.9 100121971 673.3||Ho

地域でいちばんピカピカなホテル : ホテル川六エ
ルステージ&エクストールインの「人も施設も輝
き出す」すごい仕組み

宝田圭一著 あさ出版 2017.1 100121815 689.8||Ta

新・観光立国論 : イギリス人アナリストが提言す
る21世紀の「所得倍増計画」

デービッド・アトキンソン著 東洋経済新報社 2015.6 100121284 689.1||Da

これで安心!ホテルの接客英会話(デイビッド・セ
インのデイリースピーキング : ストーリーで身に
つく英会話)

デイビッド・セイン著 三修社 2016.4 100121972 689.8||Th||CD付

スターバックス輝きを取り戻すためにこだわり続
けた5つの原則

ジョゼフ・ミケーリ著/小川敏子訳 日本経済新聞出版社 2014.9 100121517 673.98||Jo

神戸とコーヒー : 港からはじまる物語 神戸新聞総合出版センター編 神戸新聞総合出版センター 2017.10 100122095 383.889||Uc

訪日外国人観光ビジネス入門講座 : 沸騰するイン
バウンド市場攻略ガイド

村山慶輔著 翔泳社 2015.2 100121109 689.21||Mu

世界一訪れたい日本のつくりかた : 新・観光立国
論「実践編」

デービッド・アトキンソン著 東洋経済新報社 2017.7 100121892 689.1||At

人が集まるテーマパークの秘密 伊藤正視著 日本経済新聞社 1994.1 110033909 688.4||It

こんなに楽しい小学校英語ワイワイ・メソッド 山本由美子著 三省堂 2010.3 100119724 375.893||Ya

英語力が最速で上がるベスト教材ランキング
(100%ムックシリーズ. 完全ガイドシリーズ:201/

英語教材完全ガイド:[2018])

晋遊舎 2017.12 500002988 830.7||Ei
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TOEIC Test プラス・マガジン : セクハラにNO！
世界の案内電話模擬テスト800問

リント 2004.6- 500002997 830.79||TOEIC||CD付

旅行企画のつくりかた : 新しいツアープランと顧
客の創造

小林天心著 虹有社 2011.4 100118696 689.6||Ko

アロハ検定オフィシャルブック : アロハの心で
もっと感じるハワイ

アロハ検定協会編著 ダイヤモンド・ビッグ社/ダ
イヤモンド社 (発売)

2010.7 100121323 297.6||Al

本田直之のハワイを極める50の法則 : ガイドブッ
クには載らない新ルールを直伝!

本田直之著 [エイ]出版社 2009.12 100121319 297.6||Ho

よくばりハワイ ビッグ・アイランド編 永田さち子文/宮澤拓写真 翔泳社 2011.10- 100121316 297.6||Na

ハワイを歩いて楽しむ本 : 海・山・街歩き&ラン 永田さち子文/宮澤拓写真 実業之日本社 2015.11 100121313 297.6||Na

世界遺産の街を歩こう 学研パブリッシング/学研
マーケティング (発売)

2012.4 100120355 290.9||Se

死ぬまでに行きたい!世界の絶景 詩歩著 三才ブックス 2013.8 100120399 290.9||Sh

スターフライヤー漆黒の翼、感動を乗せて : 小さ
なエアラインの大きな挑戦

スターフライヤー著 ダイヤモンド・ビジネス企画
/ダイヤモンド社 (発売)

2017.7 100122093 687.067||Su

航空産業入門 第2版 ANA総合研究所著 東洋経済新報社 2017.5 100122088 687||Ku

学生による学生のためのダメレポート脱出法(アカ
デミック・スキルズ)

慶應義塾大学日吉キャンパス学習相
談員著

慶應義塾大学出版会 2014.10 100120953 816.5||Ga

レポート・論文・プレゼンスキルズ : レポート・
論文執筆の基礎とプレゼンテーション

石坂春秋著 くろしお出版 2003.3 100116636 816.5||Is

大学1年生からのコミュニケーション入門 : ワーク
シート課題付

中野美香著 ナカニシヤ出版 2010.8 500000838 361.45||Na

2/6



書　　名 著　者　名 出　版　者 出版日付 資料ID 請求記号

「読んで知る大学生活の学びとポイント」
平成30年度　4月2日～5月25日　企画展示

思考を鍛えるレポート・論文作成法 第2版 井下千以子著 慶應義塾大学出版会 2014.3 100120950 816.5||In

実践日本語表現 : 短大生・大学1年生のためのハン
ドブック

松浦照子編/入口愛 [ほか] 執筆 ナカニシヤ出版 2017.5 100121889 377.15||Ji

学生のレポート・論文作成トレーニング : スキル
を学ぶ21のワーク 改訂版

桑田てるみ編/桑田てるみほか執筆 実教出版 2015.1 100122087 816.5||Ga

大学生学びのハンドブック : 勉強法がよくわかる!

3訂版
世界思想社編集部編 世界思想社 2015.3 100121974 377.15||Da

大学学びのことはじめ : 初年次セミナーワーク
ブック 3訂

佐藤智明, 矢島彰, 山本明志編 ナカニシヤ出版 2014.3 100121961 377.9||Da

よくわかる学びの技法 第2版(やわらかアカデミズ
ム・「わかる」シリーズ)

田中共子編 ミネルヴァ書房 2009.12 100121962 377.15||Ta

学就Book (がくしゅうブック) : 大学1、2年生の間
にやっておきたいこと 改訂第4版

日経HR編集部編著 日経HR 2017.2 100121960 377.9||Ga

大学生活ナビ 第2版 玉川大学編 玉川大学出版部 2011.3 100121973 377.9||Ob

大学生のための知的技法入門 第2版(アカデミッ
ク・スキルズ)

佐藤望編著/湯川武, 横山千晶, 近藤明
彦著

慶應義塾大学出版会 2012.9 500001770 377.9||Ac

大人も子どももハッピーにしてくれる絵本100選
[1](幸せの絵本)

金柿秀幸編 ソフトバンクパブリッシング 2004.10- 100115113 019.5||Sh

絵本のよろこび 松居直著 日本放送出版協会 2003.11 100115082 019.5||Ma

世界を変えた10冊の本 池上彰著 文藝春秋 2011.8 100122100 019.9||Ik

あなたはあなたのままでいい 宇佐美百合子文 PHP研究所 1999.4 100111972 159||Us
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マンガでやさしくわかるNLP 山崎啓支著/サノマリナ作画 日本能率協会マネジメントセ
ンター

2012.3 100120855 146.8||Ya

10代のうちに考えておくこと(岩波ジュニア新
書:505)

香山リカ著 岩波書店 2005.5 110053779 S159||Iw||505

女性の品格 : 装いから生き方まで(PHP新書:418) 坂東眞理子著 PHP研究所 2006.10 110051323 S159||Ph||418

大学生のリスク・マネジメント 吉川肇子, 杉浦淳吉, 西田公昭編 ナカニシヤ出版 2013.10 100120454 377.9||Da

大学時代を後悔しないための52のリスト : 1、2年
はあっという間!就職活動で困らないために!

田口久人著 さくら舎 2012.7 500001609 377.9||Ta

「大学時代」自分のために絶対やっておきたいこ
と

千田琢哉著 三笠書房 [2011.9] 500001759 159.7||Se

生き方 : 人間として一番大切なこと 稲盛和夫著 サンマーク出版 2004.8 100119533 159||In

「聖書は初めて」という人のための本 いのちのことば社 : 1999 110050367 193.04||Uc

旧約聖書ものがたり ジャック・ミュッセ著/田辺希久子訳 創元社 1993.12 110030671 193.1||Mu

教育・保育実習のデザイン : 実感を伴う実習の学
び

東京家政大学『教育・保育実習のデ
ザイン』研究会編

萌文書林 2010.10 100122062 376.1||Ky

写真で学ぶ保育環境のくふう 2(ラポム&ピコロの
本)

柴崎正行監修 学習研究社 2007.5 110051285 376.1||Sh

保育園編(教育技術. 新幼児と保育MOOK/3・4・5

歳児の指導計画)

天野珠路監修 小学館 2013.2 100120472 376.1||Sa

毎日の保育をサポート!食育ガイド&おたよりデー
タ集(ナツメ社保育シリーズ)

岡林一枝監修 ナツメ社 2015.3 100121812 376.1||Ok||CD-ROM付
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スタートアップ「心理学」 : 高校生と専門的に学
ぶ前のあなたへ

小川一美 [ほか] 著 ナカニシヤ出版 2013.9 100120433 140||Su

ビジュアル図解心理学 : ゼロからわかる! 植木理恵著 KADOKAWA 2013.10 100120428 140||Ue

手にとるように発達心理学がわかる本 小野寺敦子著 かんき出版 2009.7 100120430 143||On

臨床心理学のすべてがわかる本 : 臨床心理学の知
識と技法から、資格・活躍の場まで豊富なイラス
トや図解で解説!(史上最強カラー図解)

松原達哉編著 ナツメ社 2010.12 100120444 146||Ri

図説世界を変えた50の心理学(シリーズ知の図書
館:3)

ジェレミー・スタンルーム著/伊藤綺
訳

原書房 2014.6 100120757 140||St

史上最強図解よくわかる発達心理学 林洋一監修 ナツメ社 2010.8 100120443 143||Sh

ぎょうじのえほん : ぎょうじのゆらいいみちしき
(のびのび総合知育絵本)

西本鶏介文 ポプラ社 2011.12 100120325 386.1||Ni

マンガとアクティブ・ラーニングで学ぶ保育内容
総論

開仁志編著 保育出版社/教育情報出版 (販
売)

2016.3 100121941 376.15||Ma

演習保育内容総論 : あなたならどうしますか? : 保
育事例満載!

酒井幸子, 守巧編著/神長美津子, 杉本
裕子, 松山洋平著/中山博子 [ほか] 事
例執筆編集協力

萌文書林 2014.4 100120526 376.15||Sa

新教育実習を考える 改訂版 岩本俊郎, 大津悦夫, 浪本勝年編著 北樹出版 2017.4 100121946 373.7||Sh

小学校教育実習Q&A99 : 知りたい!聞きたい!こん
なときどうする?

石橋裕子 [ほか] 著 萌文書林 2011.10 100121950 373.7||Sh

保育の学びスタートブック 久富陽子編著 萌文書林 2012.5 100119407 376.1||Ho

小学校教育実習ガイド 石橋裕子, 梅沢実, 林幸範編著 萌文書林 2011.10 100121949 373.7||Sh
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観察記録を書く説明文を書く感じたことを書く読
書感想文を書く詩を書く(光村の国語. みんなが書
ける! あつめて、まとめて、書く技術!:1)

青山由紀, 岸田薫編集 光村教育図書 2014.2 100121697 816||Ao||1

手紙を書く 報告文を書く 新聞を作る 物語を書く
(光村の国語. みんなが書ける! あつめて、まとめ
て、書く技術!:2)

青山由紀, 岸田薫編集 光村教育図書 2013.12 100121698 816||Ao||2

意見文を書くパンフレットを作る鑑賞文を書く短
歌・俳句を作る随筆を書く(光村の国語. みんなが
書ける! あつめて、まとめて、書く技術!:3)

青山由紀, 岸田薫編集 光村教育図書 2014.2 100121699 816||Ao||3

イラスト版気持ちの伝え方 : コミュニケーション
に自信がつく44のトレーニング

高取しづか, JAMネットワーク著 合同出版 2007.7 100119249 361.454||Ta

レポート・論文をさらによくする［書き直し」ガ
イド
大学生・大学院生のための自己点検法29

佐渡島沙織, 坂本麻裕子, 大野真澄編
著

大修館書店 2015.12 100122154 816.5||Sa

「モチモチの木」全時間・全板書(白石範孝集大成
の授業)

白石範孝著 東洋館出版社 2016.3 100121989 375.82||Sh
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