
近年のリカレント教育について
タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

社会教育 74(6)<876>:2019.6
特集「リカレント教育・学習」

日本青年館「社会教
育」編集部

2019.6 Z7-288

労働と経済 (1637):2019.4.25
Today's trend「リカレント教育をどう考えるか」

共文社 2019.4 Z6-655

日本労働研究雑誌 62(8)=721:2020.8
特集 学び直し

労働政策研究・研修
機構

2020.8 Z6-175

FCC review (1758):2020.4
特集２「リカレント教育」の効用

タナベ経営戦略総合
研究所

2020.4 Z4-323

週刊東洋経済 (6778):2018.2.24
特集 LIFE SHIFT 学び直し編

東洋経済新報社 2018.2 Z3-38

日経ビジネス  (2012):2019.10.14 日経BP 2019.10 Z4-260
企業実務 57(7)=797:2018.6
リカレント教育が注目される背景と実現への課題

日本実業出版社 2018.5 Z4-86

プレジデントウーマン 4(4)=36:2018.4
働き方は3年ごとに見直そう!

プレジデント社 2018.3 Z72-K311

IDE : 現代の高等教育 (604):2018.10
特集 大人が学ぶ大学

IDE大学協会 2018.10 Z7-213

経済がわかる論点50 2018 みずほ総合研究所 著 東洋経済新報社 2017.12 DC21-L132

成人教育・生涯学習について
タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

社会学事典 日本社会学会社会学事典刊行委員会 編 丸善 2010.6 E2-J184
生涯学習概論 : 知識基盤社会で学ぶ・学びを支える (講座図
書館情報学 ; 1)

前平泰志 監修, 渡邊洋子 編著 ミネルヴァ書房 2014.4 FH1-L59

最新教育データブック : 119のデータで読み解く教育 藤田晃之 編 時事通信出版局 2019.4 FB14-M6
学び直し可能な社会と大学 : これからのキャリア教育 (広島
修道大学学術選書 ; 52)

落合功 著 学文社 2011.5 FD35-J235

成人教育と文化の発展
デヴィッド・J・ジョーンズ 著, 新
藤浩伸 監訳

東洋館出版社 2016.2 FH27-L40

学び直しの現象学 : 大学院修了者への聞き取りを通して 岩崎久志 著 晃洋書房 2020.3 FH27-M11

社会人の大学等における学び直しの実態把握に関する調査研
究報告書

イノベーション・デ
ザイン&テクノロ
ジーズ

2016.3 FD4-L373

開かれた大学づくりに関する調査研究 : 調査報告書 平成27年
度

リベルタス・コンサ
ルティング

2016.3 FD4-L418

地方国立大学における社会人受け入れの現状と課題 (社会人
学び直しシンポジウム報告集 ; 1)

 
岩手大学三陸復興・
地域創生推進機構生
涯学習部門

2018.3 FD4-M16

東アジアの大学における社会人学び直し (社会人学び直しシ
ンポジウム報告集 ; 2)

岩手大学三陸復興・
地域創生推進機構生
涯学習部門

2019.3 FH27-M5

学校案内・資格案内
タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

学生保護者社会人のための専門学校ガイド 2020年度版
東京都専修学校各種
学校協会

[2019] Y51-M315

社会人が学びたい大学・大学院 : 仕事と人生に役立つキャリ
アアップキャリアチェンジ情報 : 自分にぴったりの1校がわ
かる!! 2016年度版 (日経BPムック)

日経BP社 2015.9 Y34-L1838

新しい学士への途 : 学位授与申請案内 令和2年度版
大学改革支援・学位
授与機構管理部学位
審査課

2020.2 FD41-M3

資格取り方選び方全ガイド = QUALIFICATIONS
GUIDEBOOK 2021

高橋書店編集部 編 高橋書店 2019.7 Y51-M313

会社に頼れない時代の「資格」の教科書 (PHPビジネス新書 ;
401)

『THE21』編集部 編 PHP研究所  2019.1 EL121-M3

ミニ展示
リカレント教育－学びなおしをしてみませんか?－

展示資料リスト
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学習法
タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

The21 35(2)=399:2018.2
総力特集 1分で頭がよくなる「思考力」トレーニング

PHP研究所 [編] PHP研究所 2018.1 Z23-525

使える脳の鍛え方 : 成功する学習の科学
ピーター・ブラウン, ヘンリー・
ローディガー, マーク・マクダニエ
ル 著, 依田卓巳 訳

NTT出版 2016.4 FA33-L20

大学での学びをアクティブにするアカデミック・スキル入門
新版 (有斐閣ブックス ; 698)

伊藤奈賀子, 中島祥子 編 有斐閣 2019.3 FD37-M30

エンジニアの知的生産術 : 効率的に学び、整理し、アウト
プットする (WEB+DB PRESS plusシリーズ)

西尾泰和 著 技術評論社 2018.8 UA21-L259

A4一枚勉強法 : 最短最速で目標達成! 新書版 (PHPビジネス
新書 ; 389)

三木雄信 著 PHP研究所 2018.1 UA21-L228

「超」独学法 : AI時代の新しい働き方へ (角川新書 ; K-215) 野口悠紀雄 [著] KADOKAWA 2018.6 UA21-L251

東大合格請負人が教えるできる大人の勉強法 (PHP新書 ;
1078)

時田啓光 著 PHP研究所 2017.1 UA21-L182

40代からの勉強法&記憶術 (PHPビジネス新書 ; 391) 碓井孝介 著 PHP研究所 2018.3 UA21-L238
60歳からの勉強法 : 定年後を充実させる勉強しない勉強のす
すめ (SB新書 ; 451)

和田秀樹 著 SBクリエイティブ  2018.11 UA21-L276

18歳からの「大人の学び」基礎講座 : 学ぶ,書く,リサーチす
る,生きる

向後千春 著 北大路書房 2016.10 FD37-L204

グロービス流ビジネス勉強力 (27歳からのMBA)
グロービス経営大学院 著, 田久保
善彦, 荒木博行, 村尾佳子 執筆

東洋経済新報社 2015.5 UA21-L108

資料検索入門 : レポート・論文を書くために (アカデミッ
ク・スキルズ)

市古みどり 編著, 上岡真紀子, 保坂
睦 著

慶應義塾大学出版会 2014.1 UL41-L5

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

飯尾淳 著 近代科学社Digital 2019.9 UA21-M47

学びなおす力 : 新時代を勝ち抜く「理論とアート」 (PHPビ
ジネス新書 ; 406)

石川康晴 著 PHP研究所 2019.8 DH211-M132

学び直しに役立つＷＥＢサイト

マナパス https://manapass.jp/

社会人の大学等での学びに関するポータルサイト。大学等で

行われている社会人向け講座の情報を検索できるほか、実際

に受講をした人のインタビュー、奨学金等の制度の情報も掲

載されています。

文部科学省ＨＰ＞学び直しについて
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/manabinaoshi/index.htm

社会人の学び直しについて、文部科学省が行っている施策の

紹介や、様々な支援について書かれています。

「資格取得やスキルアップ・学び直しに関するプログラム・

施策等について」のページでは、具体的な国の支援制度・プ

ログラムが紹介されています。
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