
 
 

 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

期 間 場 所 
2014 年 4 月 3 日～5 月 9 日 関屋図書館 1・2 階閲覧室 



展 示 資 料 
 

読書 / ブックガイド 

 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

 読書の方法 : なにを、どう読むか 吉本隆明 光文社 2001 019||Y91 

 アメリカ式読書法 ロン・フライ 東京図書 1996 019.12||F49 

 教養のためのブックガイド 小林康夫, 山本泰編 東京大学出版会 2005 019.9||Ko12 

 
ココロ医者、ホンを診る : 本のカルテ 10

年分から 
小西聖子 武蔵野大学出版会 2009 019.9||Ko75 

 新入社員に贈る一冊 日本経団連出版編 日本経団連出版 2003 019.9||N71 

 
絶対感動本 50 : 齋藤孝のおすすめブッ

クナビ 
齋藤孝 マガジンハウス 2003 019.9||Sa25 

 
キャリアに揺れる : 迷えるあなたに贈る

ブックガイド 30 
上西充子, 柳川幸彦 ナカニシヤ出版 2006 019.9||U44 

 読書力 齋藤孝 岩波書店 2002 080||I95||O-801 

 つながる読書術 日垣隆 講談社 2011 080||Ko19||A-2133 

 読むことの力 ロバート キャンベル編 講談社 2004 080||Ko19||B-293 

 
読んだら、きちんと自分の知識にする方

法 
宮口公寿 明日香出版社 2011 141.34||Mi73 

 
成熟への名作案内 : 大人になるための

34 冊 
福田和也 PHP 研究所 2002 904||F7 

 
読書の技法 : 誰でも本物の知識が身に

つく熟読術・速読術「超」入門 
佐藤優 東洋経済新報社 2012 B||8688 

 

大学生のための資料 

 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

 
大学生からの「取材学」 : 他人とつなが

るコミュニケーション力の育て方  
藤井誠二 講談社 2009 070.16||F57 

 文科系必修研究生活術 新版 東郷雄二 筑摩書房 2009 080||C44||ト 11-1 

 大学生のための知的勉強術 松野弘 講談社 2010 080||Ko19||A-2046 

 
歴史から今を知る : 大学生のための世

界史講義  
上杉忍, 山根徹也編 山川出版社 2010 209||U47 

 
二十歳 (はたち) のころ : 立花ゼミ『調べ

て書く』共同製作 

立花隆, 東京大学教養

学部立花隆ゼ 
新潮社 1998 281.04||Ta13 

 
大学生とマチに出よう : 地域共生授業を

つくる  
安渓遊地, 安渓貴子 みずのわ出版 2010 377.15||A49 

 勉強のやり方がわかる。   朝日新聞社 2004 377.15||B35 

 
大学基礎講座 : これから大学で学ぶ人

におくる「大学では教えてくれないこと」  
藤田哲也編著 北大路書房 2002 377.15||F67 

 
大学基礎講座 : 充実した大学生活をお

くるために 
藤田哲也編著 北大路書房 2006 377.15||F67 

 
知へのステップ : 大学生からのスタデ

ィ・スキルズ  
学習技術研究会編著 くろしお出版  2006 377.15||G16 

 
大学生の勉強マニュアル : フクロウ大学

へようこそ  
中島祥好, 上田和夫 ナカニシヤ出版 2006 377.15||N34 

 
アカデミック・スキルズ : 大学生のため

の知的技法入門 

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 
 2006 377.15||Sa85 

 よくわかる学びの技法 田中共子編 ミネルヴァ書房 2003 377.15||Ta84 

      



      

 大学生活ナビ  
玉川大学コア・FYE 教

育センター編  
玉川大学出版部 2006 377.9||O11 

 大学生入門  高橋三郎, 新田光子 世界思想社 2006 377.9||Ta33 

 
ほんとうは大学生のために書いた日本

語表現練習帳  
中山秀樹 すばる舎 2010 816||N45 

 
A passage to English : 大学生のための

基礎的英語学習情報  

九州大学大学院言語

文化研究院英語共通

教科書編集委員会編 

九州大学出版会 2000 830||Ky9 

 大学生諸君! : 今求められる問題解決力  早川修 
流通経済大学出版

会 
2007 B||7147 

 
大学では教えてくれない大学生のため

の 22 の大切なコト 
佐藤剛史編  西日本新聞社 2010 B||8460 

  

レポート・論文の書き方 

 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

 
文献調査法 : 調査・レポート・論文作成

必携 : 情報リテラシー読本 第 2 版  
毛利和弘 日本図書館協会 2006 015.2||Mo45 

 
グラフの表現術 : レポート・プレゼンに

強くなる 
山本義郎 講談社 2005 080||Ko19||A-1773 

 大学生のためのレポート・論文術 新版 小笠原喜康 講談社 2009 080||Ko19||A-2021 

 
心理学論文の書き方 : 卒業論文や修士

論文を書くために 
松井豊 河出書房新社 2006 140.7||Ma77 

 
心理学のためのレポート・卒業論文の

書き方  
杉本敏夫  サイエンス社 2005 140.7||Su38 

 
大学で教える小論文の書き方 : みるみ

る文章力がアップする!  
猪狩誠也, 杉本忠明編 オーエス出版 2003 816.5||I31 

 創造的論文の書き方 伊丹敬之 有斐閣 2001 816.5||I88 

 
はじめてのレポート : レポート作成のた

めの 55 のステップ 
伊藤義之 嵯峨野書院 2003 816.5||I89 

 
大学生のための論理的に書き、プレゼ

ンする技術 
菊田千春, 北林利治 東洋経済新報社 2006 816.5||Ki29 

 
大学生のためのレポート・小論文の書

きかた  
木下長宏 明石書店 2000  816.5||Ki46 

 
「名文」に学ぶ表現作法 (大学生のため

のレポート・小論文の書きかた:続) 
木下長宏 明石書店 2005 816.5||Ki46 

 レポート・論文の書き方入門  河野哲也 
慶応義塾大学出版

会 
2002 816.5||Ko76 

 論理性を鍛えるレポートの書き方 酒井浩二 ナカニシヤ出版 2009 816.5||Sa29 

 レポート・論文の書き方上級  櫻井雅夫 
慶応義塾大学出版

会 
2003 816.5||Sa47 

 よくわかる卒論の書き方 白井利明, 高橋一郎 ミネルヴァ書房 2008 816.5||Sh81 

 
大学生と大学院生のためのレポート・論

文の書き方 
吉田健正 ナカニシヤ出版 2004 816.5||Y86 

 はじめてのレポート workbook 伊藤義之 嵯峨野書院 2005 B||6421 

 

大学を舞台にした小説 / 大学生が主人公の小説 

 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

 三四郎  夏目漱石 日本近代文学館 1972 910.86||M3||SeT4 

 正義のミカタ : I'm a loser 本多孝好 双葉社 2007 913.6||H30 

 風が強く吹いている 三浦しをん  新潮社 2006 913.6||M44 

 三四郎  夏目金之助 ゆまに書房 1999 913.608||N4||3 



 ノルウェイの森 村上春樹  講談社 1991 918.6||M26||6 

 オレンジデイズ  北川悦吏子 [脚本] 角川書店 2006 B||6775 

 重力ピエロ 伊坂幸太郎 新潮社 2006   B||6821  

 太陽の塔 森見登美彦 新潮社 2006 B||7240  

 シューカツ!  石田衣良  文藝春秋 2008 B||7633  

 あなたがここにいて欲しい  中村航 角川書店 2010   B||8017 

 鴨川ホルモー  万城目学 角川書店 2009 B||8054 

 一千一秒の日々 島本理生 角川書店 2009 B||8066 

 キケン 有川浩 新潮社 2010 B||8173 

 鹿男あをによし  万城目学 幻冬舎 2010 B||8443 

 ラブ・ケミストリー 喜多喜久  宝島社 2011 B||8488 

 銃 中村文則  河出書房新社 2012 B||8700 

 メグル 乾ルカ 東京創元社 2013 B||8979 

 青春の門 第一部 筑豊篇 五木寛之 講談社 1989 B||イ 11||24 

 青春の門 第二部 自立篇 上 五木寛之 講談社 1972 B||イ 11||26 

 青春の門 第二部 自立篇 下 五木寛之 講談社 1972 B||イ 11||27 

 ぼくらの世界 栗本薫  講談社 1987 B||ク 5||10 

 太郎物語  大学編 曽野綾子 新潮社 1979 B||ソ 1||11 

 青が散る  宮本輝 文藝春秋 1985   B||ミ 2||1 

 風の歌を聴け  村上春樹 講談社 1982 B||ム 5||6 

 ノルウェイの森 上 村上春樹 講談社 1991 B||ム 5||19 

 ノルウェイの森 下 村上春樹 講談社 1992 B||ム 5||18 

 

就職関係 

 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

 
やりたい仕事がある! : 好きな仕事向い

ている仕事 768 職 新版 
池上彰編・著 小学館 2010 B||8425 

 
心理カウンセラーをめざす人の本 '11年

版 

コンデックス情報研究

所編著 
成美堂出版 2011 B||8456 

 
間違いだらけの会社選び : 「会社を見る

眼」を鍛え、内定を勝ち取る 
原正紀 アチーブメント出版 2011 B||8611 

 
保育園・幼稚園の先生をめざす人の本 

'10 年版 
桜井慶一監修 成美堂出版 2009 S||528 

 
知っておきたい!働く時のルールと権利 

(なるには Books:別巻) 
籏智優子 ぺりかん社 2010 S||573 

 福祉・介護の仕事&資格がわかる本 資格試験研究会編  実務教育出版 2010 S||630 

 
保育士まるごとガイド : 資格のとり方・し

ごとのすべて 第3版 (まるごとガイドシリ

ーズ:4) 

全国保育士養成協議

会 
ミネルヴァ書房 2010 S||633||4 

 
教職って?学校って? : 教師を目指すあ

なたに : 学生の質問に答える 
有道雅信 

関西学院大学出版

会 
2010 S||647 

 
社会福祉士・精神保健福祉士になるに

は社会福祉士・精神保健福祉士になる

には 

田中英樹, 菱沼幹男 ぺりかん社 2011 S||650 

 資格取り方選び方全ガイド 高橋書店編集部編 高橋書店 2011 S||678 

 
就職・転職に有利な女性の資格全ガイ

ド : 収入、将来性、難易度、試験データ

が一目でわかる 

成美堂出版編 成美堂出版 2012 S||679 

 本当に使える就活・実践本  
常見陽平, 園田雅江監

修 
主婦の友社 2012 S||804 



 
就活のやり方「いつ・何を・どう?」ぜん

ぶ!  
就職情報研究会編 実務教育出版 2012 S||805 

 
就活 : 就職活動ナビゲーション : 大学生

のためのリアル就活本 

日経ナビ&就職ガイド

編集部編著 
日経人材情報 2012 S||825 

 
公務員をめざす人の本 : 合格への近道 

'15 年版  
三木邦裕 成美堂出版 2013 S||880||2015 

 
心をケアする仕事がしたい! : ボランティ

アから公的資格まで、心の仕事まるごと

ガイド : 言視舎版  

斉藤弘子編著  言視舎 2013 S||882 

 
絶対!内定出る人出ない人 : 就職活動が

まるごと分かる本 : いつ?どこで?なにを

する?  2015 年版 

岡茂信 
毎日コミュニケーショ

ンズ 
2013 S||886 

 
親も必読!間違いだらけの就活! : 現役学

生記者が贈る 

毎日新聞キャンパる編

集部編  
毎日新聞社 2013 S||905 

 

奈良関連本 

 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

 東アジア共同体? : いまナラ本 松岡正剛編集構成 丸善 2010 210.182||Ma86 

 日本と東アジアの潮流 : これナラ本  松岡正剛編集構成 丸善 2009 220.04||Ma86 

 
奈良盆地の自然入門 : フィールドガイド

ブック 

奈良県生物教育会

[編] 
奈良県生物教育会 2010 462.165||N51 

 近鉄線各駅停車 奈良・生駒線 徳永慶太郎 保育社 1984 B|| 1360 

 
京都奈良「駅名」の謎 : 古都の駅名に

はドラマがあった  
谷川彰英 祥伝社 2009 B|| 7894  

 奈良県謎解き散歩 大宮守友編著 新人物往来社 2012 B|| 8641 

 
古代史謎めぐりの旅 : 死ぬまでに一度

は見たい神社仏閣と遺跡たち  
関裕二 ブックマン社 2009 R||258||2 

 
奈良 : 県内各地で気軽に楽しめるルー

トガイド 
ペンハウス メイツ出版 2011 R||302 

 御朱印でめぐる奈良の古寺 
『地球の歩き方』編集

室著 ; 西山厚監修 

ダイヤモンド・ビッグ

社 
2012 R||306 

 奈良・飛鳥  (ことりっぷ)  昭文社 2012 R||307||34 

 

暮らし・生活 

 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

 
女子栄養大学のサラダレシピ : バランス

のとれた食事はサラダから!  

女子栄養大学(松柏軒

カフェテリア)監修 
誠文堂新光社 2012 B||8676 

 

若林三弥子の幸せひとりごはん : 簡単

調理のスーパーテクニック boa mesa 

pequena  

若林三弥子 メディアファクトリー 2010 B||8710 

 
あゆさんのひとり暮らしの夜遅ごはん : 

21 時以降でも安心の野菜&雑穀レシピ  
おおたわ歩美 大和書房 2009 B||8711 

 終電ごはん 
梅津有希子文 ; 高谷

亜由料理 
幻冬舎 2012 B||8714 

 
美人を作るダイエットフレンチ : おいしく

て 400kcal 以下の簡単レシピ 
コスギシンイチ 

トランスワールドジャ

パン 
2012 B||8772 

 
遅く食べても太らないおやすみ前のベ

ジごはん 
庄司いずみ 家の光協会 2013 B||8987 

 
クスリごはん食堂 : おいしく食べて体に

効くレシピ  

ヘルシーライフファミリ

ー編集  
リベラル社 2013 B||8992 

 
毒出しベジべんとう : からだを整えるア

ーユルヴェーダ式  
蓮村誠, 青山有紀 PHP 研究所 2013 B||8993 



 行正り香のはじめよう!ひとりごはん生活  行正り香 朝日新聞出版 2013 B||9003 

 

 

展示資料以外にも資料を所蔵しています。 

蔵書検索システム OPAC を使って検索してください。 

 


