
中京大学図書館が契約している電子ブックの資料を紹介します。

今回は中京大学電子図書館 e-culibの中から資料を集めました。

スマートフォン、パソコンなどご自身の端末で自由に閲覧できます。

電子ブックと親しみましょう！

名古屋図書館へ

ライブラリーサービスセンターへ

法学文献センターへ

豊田図書館へ

e-culib 使い方ガイド

見たい図書館のくりぶーを
クリックorタップ！



1.中京⼤学電⼦図書館e-culibにアクセスする
図書館HPトップページの「電子ブック(e-book)」を

クリックして「e-culib」へアクセスします。
ご⾃分の利⽤者ID（CU-ID）とパスワードを⼊⼒して

「ログインする」ボタンを押してログインします。

NextTop

中京⼤学電⼦図書館 e-culib
使い⽅ガイド

2.電⼦ブックを借りて読む

読みたい電⼦ブックの「借りる」ボタンを押します。
貸出完了画⾯が表⽰されますので、すぐに読む場合は

「今すぐ読む」ボタンを押すと読むことができます。
ブラウザのウィンドウを閉じれば終了します。

※貸出上限数は5冊 貸出⽇数は7⽇間です。
※次回閲覧時は、続きから表⽰されます。



4.貸出中の電⼦ブックを予約する

資料が貸出中の場合、予約をすることができます。
予約している資料が利⽤できるようになると
メッセージが表⽰され、貸出できます。

※予約上限数は2冊、予約取置⽇数は7⽇間です。

Top Back

3.電⼦ブックを返却する・貸出延⻑する

電⼦ブックは貸出期限が終了すると⾃動返却されます。

貸出期限以前に返却する場合は「マイページ」に移動して
「返す」ボタンを押すことで返却できます。

延長したい場合は「延長」を押すことで延長できます。

※延長可能回数は1回です。



Top Next

22歳からの国語力

仕事、就活、プライベート…。

どんな人にも好感を与えて

「自分」を強く印象づける

とっておきの話し方とは? 

65の不思議なメソッドを紹介

します。

学校で学ぶ国語と、社会人の

国語は異なります。社会で必

要なのは「実践的な国語力」。

就活から新社会人まで必須の

日本語の技術を紹介します。

川辺 秀美

齋藤 孝

名古屋図書館「伝えるという技術」
書くこと。話すこと。

伝える技術は、磨くともっと、響きます。

この本を読む

この本を読む

https://www.d-library.jp/e_culib/g0102/libcontentsinfo/?conid=170898
https://www.d-library.jp/e_culib/g0102/libcontentsinfo/?conid=157416


この本を読む

この本を読む

誰も教えてくれない
人を動かす文章術

東大生が書いた
議論する力を鍛える

ディスカッションノート

あらゆる話し合いで一生使

える、東大発のグループ

ディスカッション思考を公

開。議論の進め方から集団

における立ち回りといった

駆け引きのアプローチを解

説します。

ポイントは文が「上手いか、

下手か」にあるのではなく、

「人を動かすか、否か」に

ある。ビジネス文章から、

就活の自己アピール文まで

伝わるメールの書き方を具

体的に紹介します。

Top Back

齋藤 孝

吉田 雅裕/東大ケーススタディ研究会 編

名古屋図書館「伝えるという技術」
書くこと。話すこと。

伝える技術は、磨くともっと、響きます。

https://www.d-library.jp/e_culib/g0102/libcontentsinfo/?conid=171185
https://www.d-library.jp/e_culib/g0102/libcontentsinfo/?conid=217277


ライブラリーサービスセンター
「いざ、シューカツ!!」

相手を知り、自分を知って備えよう

この本を読む

この本を読む

採用する企業側の視点
など、これから就職活
動する方、現在就職活
動に励んでいる方にぜ
ひ読んでもらいたい１
冊。

普通の学生の就職活動
エピソードに勇気をも
らえます。自己分析に
行き詰っている人にオ
ススメです。

なぜ７割のエントリーシートは、
読まずに捨てられるのか？

サプライズ内定

Top

海老原 嗣生

才木 弓加

Next

https://www.d-library.jp/e_culib/g0102/libcontentsinfo/?conid=217275
https://www.d-library.jp/e_culib/g0102/libcontentsinfo/?conid=211899


ライブラリーサービスセンター
「いざ、シューカツ!!」

相手を知り、自分を知って備えよう Back

内定力

働く20代の
メンタルコントロール術

毎日のストレスに打ち
勝つ『スキル』を手に
入れて、どんな時も
『成果』を出せる体質
になろう！

就職活動はゲーム？！
この本を読むと、就活
への胸のつかえが一気
にとれるかも・・・。

Top

光城 悠人

田中ウルヴェ京

この本を読む

この本を読む

https://www.d-library.jp/e_culib/g0102/libcontentsinfo/?conid=177802
https://www.d-library.jp/e_culib/g0102/libcontentsinfo/?conid=215755


自分の気持ちを、うまく言葉
にできていますか？
今まで気づかなかった自分の
一面を発見できる97個の質問
を収録。あらゆる角度からの
質問によって自分でも気づか
ないような自分の一面を発見
できるかもしれません。

法学文献センター
「家でじっくり自己分析」

おうち時間中に自分への理解を深めましょう！ Next

この本を読む

この本を読む

Top

就職を決める！

自己分析ワークシート
青柳 宏

自己分析 2020年度版
岡 茂信

書き込み式ワークシートと
巻末の就活ノートでES作成、
面接への対応を徹底サポート。
自己・他己分析はもちろん、
適職分析から自己PR、志望
動機作成まで、未来を示す
「羅針盤」となる自己分析
作業のすべてが1冊に！

https://www.d-library.jp/e_culib/g0102/libcontentsinfo/?conid=168548
https://www.d-library.jp/e_culib/g0102/libcontentsinfo/?conid=216996


さくっと読めるミニ書籍！
自分はどうしたいのか、何が
したいのか、何ができるのか、
そして何を選択すればいいの
か。人生の岐路で悩み、立ち
止まり、模索している皆さん
の背中を押すための本です。

法学文献センター
「家でじっくり自己分析」

おうち時間中に自分への理解を深めましょう！ BackTop

あなたが「一番輝く」仕事を見つける

最強の自己分析
梅田 幸子

たった3つの分析をすれば、
面接も怖くない！ 面接官の
研修も担当し、採用側の本
音を知り尽くした著者が、
最適な仕事の見つけ方を伝
授。個性と能力を活かす自
己分析の考え方やノウハウ
が身につく1冊です。

立ち止まるのが怖い君へ
～自分らしい選択をするための
手引き 20分で読めるシリーズ～

濱田美香／ＭＢビジネス研究班

この本を読む

この本を読む

https://www.d-library.jp/e_culib/g0102/libcontentsinfo/?conid=229843
https://www.d-library.jp/e_culib/g0102/libcontentsinfo/?conid=198444


豊田図書館「働き方を考える」
あなたのこれからに必要な

「働き方」の書がきっと見つかる。 Next

この本を読む

Top

この本を読む

未来が変わる働き方

野村浩子

慎泰俊

本業の空いた時間を使うパー
トタイム社会貢献のススメ。
貧困を根絶するには先進国の
人々の2.4%の所得が必要だと
いう理論に基づくも、決して
無理をしない活動を促す。
「あなたの未来が変わる」で
はない、「世界の未来が変わ
る」働き方の書。

男女雇用機会均等法が施行
されてから30年。「立場」や
「役割」においての悩み、
「これで当たり前」と
飲み込む不満や不安、そんな
『社会と自分との折り合い』
に新しい価値観を得られます。
女性だけでなく、現代社会に
生きる誰もが必読の一冊です。

女性に伝えたい

未来が変わる働き方

https://www.d-library.jp/e_culib/g0102/libcontentsinfo/?conid=159514
https://www.d-library.jp/e_culib/g0102/libcontentsinfo/?conid=181658


豊田図書館「働き方を考える」
あなたのこれからに必要な

「働き方」の書がきっと見つかる。Top

この本を読む

35歳までに知っておきたい

最幸の働き方

会社が教えてくれない

「働き方」の授業
小倉一哉

梶山寿子

働くことに日々不安を感じて
いませんか？
本書は働き方について、22の
疑問に答えてくれています。
これから社会に出る人、何の
為に働くのか思い悩んだ人に
も読んでほしい。必ず何かが
見えてくる1冊です。

この本を読む

Back

いま、人々の価値観やものの
考え方が変わり、これまでと
は違った働き方や生き方が
求められている。これから
35歳を迎える世代は今までの
ようにはいかない。それを
早いうちに知れば知るほど
準備ができる。これを読んで
将来に備えるのもいいかも？

https://www.d-library.jp/e_culib/g0102/libcontentsinfo/?conid=168602
https://www.d-library.jp/e_culib/g0102/libcontentsinfo/?conid=159630&m
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