
学生課・キャリア支援室 貸し出し図書一覧

No. タイトル１ タイトル２ 著者・編者名等 出版社 発行年月日 分野

1 アートワークが知りたい 本音のミュゼオロジー 岡部あおみ 武蔵野美術大学出版局 2005.4.1 美術

2 5年後に後悔しない 自ら成長できる会社 リスン編集部 リスナーズ株式会社 2020.5.8 美術

3 学校では教えてくれないアーティストのなり方 いたみありさ サンクチュアリ出版 2014.9.15 美術

4 アート・プロデュースの仕事 堺新一 論創社 2012.1.20 美術

5 アート・プロデュースの現場 堺新一 論創社 2010.8.25 美術

6 たのしごとデザイン論 クリエイターが幸福に仕事をするための５０の方法論 カイシトモヤ MdNコーポレーション 2016.11.21 美術

7 決定版プロのデザイナーになるための本 あなたも必ず上達できる！ 日馬紀子 ソーテック社 2012.3.31 美術

8 これがデザイナーへの道 プロを目指す人に読んでほしい31通りの方法 増渕俊之 MdNコーポレーション 2009.11.21 美術

9 ＳＣＨＯＯＬ　ＯＦ　ＤＥＳＩＧＮ 新しいデザインの教科書 スクールオブデザイン 誠文堂新光社 2006.9.20 美術

10 ぴったり配色見本帳 ことばでさがす 視覚デザイン研究所 内田広由紀 2007.6.15 美術

11 デザイナーへの道を知る30人の言葉 石田純子 美術出版社 2009.6.10 美術

12 ファッションデザイナーの仕事がわかる本 小野田史 ソシム株式会社 2006.2.10 美術

13 デジタル時代の映像クリエイター キネマ旬報ムック キネマ旬報映画総合研究所 キネマ旬報社 2011.7.6 美術

14 フリーのデザイナーになる。 そのノウハウと7人のエピソード 立古和智 誠文堂新光社 2008.8.1 美術

15 家具インテリアを仕事にする 現代仕事ライブラリ(03) バウンド 技術評論社 2007.8.25 美術

16 ひとつ上のプレゼン。 眞木準編 眞木準 株式会社インプレス 2005.3.11 美術

17 伝える本。 受け手を動かす言葉の技術。 山本高史 ダイヤモンド社 2010.2.18 美術

18 「期待以上」と思われるプロの接客作法 藤村純子 明日香出版社 2011.11.21 美術

19 面接の達人 ２０１６バイブル版 中谷彰宏 ダイヤモンド社 2017.10.18 選考対策

20 暮らしの絵本 書き方のマナーとコツ 杉山美奈子 学習研究社 2007.10.31 美術

21 パソコンとケータイ 頭のいい人たちが考えたすごい！「仕組み」 NHK 講談社 2011.9.29 美術

22 ウチの子内定まだなんです わが子の就活にどう関わるべきか 園田雅江・佐藤訓 日本経済出版社 2010.2.22 美術

23 博物館学Q＆A 博物館・美術館のウラ・オモテ 清水久夫 慶友社 2005.10.8 美術

24 「ゆるく生きたい」若者たち 彼らはなぜ本気になれないのか？ 榎本博明・立花薫 廣済堂出版 2013.7.31 美術

25 キレイゴトぬきの就活論 石渡嶺司 新潮社 2017.1.20 美術

26 働くって何だ ３０のアドバイス 森　清 岩波ジュニア新書 2006.4.20 美術

27 面接ではウソをつけ 菊原智明 株式会社星海社 2011.11.24 美術

28 あなたが就職試験に受からない理由 平野稔 祥伝社新書 2011.10.10 美術

29 面接の質問 杉村太郎・坂本章紀 ダイヤモンド社社 2006.10.26 美術

30 働く理由 ９９の名言に学ぶジンセイ論　 戸田智弘 ディスカバートゥエンティワン 2007.7.15 美術

31 ものづくりに生きる 小関智弘 岩波書店 1999.4.20 美術

32 プロ論 B-ing 徳間書店 美術

33 プロ論３ B-ing 徳間書店 美術

34 音大進学・就職塾 茂木大輔 音楽乃友社 2008.8.5 美術

35 TIME DESIGN お金と場所だけではなく、時間に縛られないという考え方 泉　正人 フォレスト出版 2013.4.2 美術

36 ゲーム理論トレーニング あなたの頭を「勝負頭脳」に切り換える 逢沢　明 かんき出版 2003.3.10 音楽

37 就活を利用者視点で科学する 村山涼一 日本経済新聞出版社 2012.2.24 音楽

38 就活を利用者視点で科学する 村山涼一 日本経済新聞出版社 2012.2.24 音楽

39 心を立て直すヒント 15分で強さとしなやかさがよみがえる 植西聡 青春出版社 2015.4.10 音楽

40 サプライズ内定 なぜ彼らは大手企業に内定できたのか！ 才木弓加 角川マガジンズ 2012.11.25 音楽

41 弱肉強食の大学論 生き残る大学、消える大学 諸星裕・鈴木典比古 朝日新書 2014.8.30 音楽

42 人間ってなんですか？ 集英社新書 音楽

43 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　（3冊あり） 沢田健太 ソフトバンク新書 2011.10.25 映像

44 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　（3冊あり） 沢田健太 ソフトバンク新書 2011.10.25 映像

45 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　（3冊あり） 沢田健太 ソフトバンク新書 2011.10.25 映像

46 僕たちは就職しなくてもいいのかもしれない 岡田斗司夫 PHP新書 2014.10.29 映像

47 女子と就活 20代からの「就・妊・婚」講座 白河桃子＋常見陽平 中公新書ラクレ 2012.10.10 共通

48 いま、働くということ 大庭健 ちくま新書 2008.5.10 共通

49 1点差で勝ち抜く就活術 髙瀬文人・坂田二郎 平凡社 2012.10.15 共通

50 就職力で見抜く！沈む大学伸びる大学 木村誠 朝日新聞出版 2014.1.30 共通
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51 大学で人気の先生が語る(失敗)（挑戦）(成長)の自立学 佐藤剛史　 岩波ジュニア新書 2013.6.20 共通

52 面接力 梅森浩一 文藝春秋 2004.11.20 選考対策

53 採用力のある面接 ダメな面接官は学生を逃がす 辻太一朗 生活人新書 2007.2.10 共通

54 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 ちくま新書 2012.3.10 共通

55 就活の勘違い 採用責任者の本音を明かす 楠木新 朝日新聞出版 2010.9.30 共通

56 20代のための 「キャリア」と「仕事」入門 塩野誠 講談社現代新書 2013.11.20 共通

57 内定童貞 中川淳一郎 星海社 2015.2.25 共通

58 就活生のための作文・プレゼン術 小笠原喜康 ちくま新書 2010.11.10 共通

59 人生の＜逃げ場＞ 会社だけの生活に生き詰まっている人へ 上田紀行 朝日新書 2015.4.30 共通

60 あらゆる就職情報は操作されている ブラック企業が仕掛ける就活のワナ 恵比須半蔵 扶桑社新書 2012.12.1 共通

61 転職は寝て待て 新しい転職・就活・キャリア論 山口周 光文社新書 2012.4.20 共通

62 就活のコノヤロー ネット就活の限界。その先は？ 石渡嶺司 光文社新書 2013.12.20 共通

63 大学生がダマされる５０の危険 青春出版社 2011.2.10 共通

64 就職しないで生きるには レイモンド・マンゴー 晶文社 1998.9.10 共通

65 使えるインターンシップ 良い会社・悪い会社の見分け方 黒越誠治 日経BP社 2008.12.8 共通

66 就活の法則 適職探しと会社選びの10か条 池頭亮 講談社 2007.12.12 共通

67 就活力 企業が求める５つの力　５０の行動 鈴木賞子 ライブドアパブリッシング 2005.10.1 共通

68 適正検査 スピード解法’21年版 LLE 成美堂出版 2019.6.10 選考対策

69 「就活」成功の秘訣 4000人を面接した元採用担当者が教えます 梅田幸子 洋泉社 2010.11.1 共通

70 終活脳の作り方 辻秀一 集英社新書 2010.10.31 共通

71 敬語BOOK スイスイ読めて、スラスラ話せる 唐沢明 世界文化社 2017.3.30 選考対策

72 要点マスターSPI マイナビの2013オフィシャル就活BOOK マイナビ編集部 毎日コミュニケーションズ 2011.9.30 選考対策

73 SPI　高得点のコツ 就職試験これだけ覚える 阪東恭一 成美堂出版 2018.6.10 選考対策

74 SPI　SPI3対応 2016年度版　速攻!!ワザあり 山口卓 永岡書店 2014.5.10 選考対策

75 マンガでわかるブラック企業 人を使い捨てる会社にこわされないために ブラック企業大賞実行委員会 合同出版社 2013.8.15 共通

76 一般常識問題集 木村正男 高橋書店 2020.1.10 選考対策

77 目からウロコの就活術 大学就職課発!! 大内孝夫 音楽乃友社 2016.6.5 共通

78 いっしょうけんめい「働かない」社会をつくる 残業代ゼロとセットで考える本物の「エグゼプション」 海老原嗣生 PHP新書 2014.9.30 共通

79 親は知らない就活の鉄則 常見陽平 朝日新書 2012.1.30 共通

80 表現仕事がしたい！ 岩波書店編集部 岩波ジュニア新書 2009.6.19 共通

81 希望の仕事論 斎藤貴男 平凡社 2004.5.14 共通

82 ワンピースの言葉（フィロソフィ） 遠越段 総合法令出版 2011.11.3 共通

83 失敗しない就職活動 あなたに合った就職先の見つけ方を教えます。 井上恒郎 あとらす二十一 2021.11.30 共通

84 わたしと小鳥とすずと 金子みすゞ童謡周集 金子みすゞ JULA出版局 1984.8.31 共通

85 美術館学芸員という仕事 日比野秀男 ぺりかん社 1994.2.10 美術

86 なみ　ほし　こころ 白石怜 静山堂出版 2019.10.22 共通

87 オンカク 音楽家、指導者、フリーランスのための確定申告・税金ガイド 栗原邦夫 音楽乃友社 2019.12.31 音楽

88 「音大卒」は武器になる 大内孝夫 株式会社ヤマハミュージックメディア 2015.2.10 音楽

89 ＃ストーリーで就活 2019　自分に合う企業を知る編 リスン編集部編集部 リスナーズ株式会社 2019.9.21 共通

90 図解　音楽業界ハンドブックVer.1 藤沢宏光 東洋経済新報社 2007.10.10 音楽

91 イラストレーターの仕事 プロとして知っておきたいノウハウ イラストノート編集部 誠文堂新光社 2009.5.31 美術

92 世界を変えるデザイン ものづくりには夢がある シンシア・スミス 英治出版 2009.10.30 美術

93 絵をかく仕事 なり方完全ガイド 学研 学研研究社 2004.1.3 美術

94 あたらしい教科書６ 広告 天野祐吉 プチグラパブリッシング 2006.7.29 その他

95 新人Webデザイナーの仕事 加藤才智 翔泳社 2008.2.27 その他

96 舞台芸術専門家という仕事 大山禮二 ぺりかん社 美術

97 ポートフォリオ見本帳 クリエイティブ業界を目指す人のための 尾形美幸 MｄNコーポレーション 2011.10.21 美術

98 クリ活 アートディレクション・デザイン編 マスナビ編集部 宣伝会議 2021.2.1 共通

99 クリ活 デジタルクリエイティブ編 マスナビ編集部 宣伝会議 2021.2.1 共通

100 クリ活 プランニング・コピーライティング編 マスナビ編集部 宣伝会議 2021.2.1 共通

101 ブライダルのお仕事 就活＆ワークスタイルサポートブック 石渡雅浩 芸文社 2019.1.1 その他

102 よくわかる広告業界 最新　業界の常識 伊東裕貴 日本実業出版社 1996.4.15 その他

103 広告界就職ガイド 2020年版 宣伝会議 (株)宣伝会議 2018.12.1 その他

104 働く理由 ９９の名言に学ぶシゴト論　 戸田智弘 ディスカバートゥエンティワン 2007.7.15 美術

105 働く理由 ９９の名言に学ぶシゴト論　 戸田智弘 ディスカバートゥエンティワン 2007.7.15 美術

106 プランテック NA建築家シリーズ 日経アーキテクチュア 日経BP社 2015.4.13 美術

107 わたしの仕事　全1冊 260人が語る222の仕事 今井美沙子 理論社 2020.6 共通


