
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
期 間 場 所 

2019 年 4 月 4 日（木）～5 月 8 日(水) 大学図書館 2 階 閲覧室 

 

   

大学生活 

学び応援 Books 

 

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。 

図書館では、レポート作成や大学生活を 

サポートする本を紹介しています。 

在学生の皆さんもぜひ活用してください。 

 



   

展 示 資 料 
学生生活 

書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

学びの技 : 14 歳からの探究・論文・プレゼンテーション (Young 
adult academic series) 

後藤芳文, 伊藤史織, 登本洋子

著 
玉川大学出版部 2014 478994G 002.7||G72 

キャンパスハラスメント対策ハンドブック 改訂2版 (現代産業選書) 飛翔法律事務所編 経済産業調査会 2018 482776H 377.1||H76 
思考を鍛える大学の学び入門 : 論理的な考え方・書き方からキャリ

アデザインまで 
井下千以子著 慶應義塾大学出

版会 
2017 478993I 377.15||I56 

プレステップ基礎ゼミ (PRE-STEP:10) 川廷宗之, 川野辺裕幸, 岩井洋

編 
弘文堂 2011 468680C 377.15||Ka98 

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 478998J 377.15||Ko26 

理系大学生活ハンドブック 原田淳著 化学同人 2017 479339B 377.9||H32 
キャンパスライフ : 入学から卒業へ 丸山顯徳編著 嵯峨野書院 2013 465431F 377.9||Ma59 
大学生の学習テクニック 第 3 版 (シリーズ大学生の学びをつくる) 森靖雄著 大月書店 2014 472246J 377.9||Mo45 
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 3 版 
日経 HR 編集部編著 日経 HR 2013 468190I 377.9||N73 

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 472984G 377.9||Sa85 
大学新入生ハンドブック : 大学生活これだけは知っておきたい! 世界思想社編集部編 世界思想社 2014 475239C 377.9||Se22 
大学生学びのハンドブック : 勉強法がよくわかる! 4 訂版 世界思想社編集部編 世界思想社 2018 482761J 377.9||Se22 



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 (西日本新

聞ブックレット:26. シリーズ・食卓の向こう側) 
佐藤剛史編 西日本新聞社 2010 452942B B||8460 

大学 4 年間で絶対やっておくべきこと : 生き方・人間関係・恋愛 (中
経の文庫:も-8-1) 

森川友義著 KADOKAWA 2014 471969H B||9089 

大学 1 年生の歩き方 : 先輩たちが教える転ばぬ先の 12 のステップ トミヤマユキコ, 清田隆之著 左右社 2017 478253E B||9261 
栄養士・管理栄養士をめざす人の文章術ハンドブック : 図解 : ノー

ト、レポート、手紙・メールから、履歴書・エントリーシート、卒論

まで 

西川真理子著 化学同人 2011 456764B S||653 

      
レポートの書き方 

書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法 松本茂, 河野哲也著 玉川大学出版部 2007 430468D 002.7||Ma81 
大学 1 年生からの研究の始めかた 西山敏樹著 慶應義塾大学出

版会 
2016 478997B 002.7||N87 

大学生のためのレポート・論文術 新版 (講談社現代新書:2021) 小笠原喜康著 講談社 2009 444327G 080||Ko19||A-2021 
大学生のための知的勉強術 (講談社現代新書:2046) 松野弘著 講談社 2010 447701E 080||Ko19||A-2046 
レポート・小論文・卒論の書き方 (講談社学術文庫:297) 保坂弘司 [著] 講談社 1978 355931J 080||Ko19||C-297 
レポート・論文作成のための引用・参考文献の書き方 藤田節子著 日外アソシエー

ツ 
2009 443250J 816.5||F67 

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 478086I 816.5||I56 

大学生のためのレポート・小論文の書きかた [正] 木下長宏著 明石書店 2000 418813G 816.5||Ki46 
レポート・論文の書き方入門 第 4 版 河野哲也著 慶應義塾大学出

版会 
2018 481019I 816.5||Ko76 

レポート・卒論のテーマの決め方 三井宏隆著 慶應義塾大学出

版会 
2004 450487J 816.5||Mi64 

卒論を楽しもう : グリム童話で書く人文科学系卒論 野口芳子[著] 武庫川女子大学

出版部 
2012 461188I 816.5||N93 



大学生のためのレポート・論文術 (講談社現代新書:1603) 小笠原喜康著 講談社 2002 359976B 816.5||O22 
これから論文を書く若者のために 大改訂増補版 酒井聡樹著 共立出版 2006 461393H 816.5||Sa29 
よくわかる卒論の書き方 第 2 版 (やわらかアカデミズム・「わかる」

シリーズ) 
白井利明, 高橋一郎著 ミネルヴァ書房 2013 466862G 816.5||Sh81 

論文の教室 : レポートから卒論まで (NHK ブックス:954) 戸田山和久著 日本放送出版協

会 
2002 366155F 816.5||To17 

「文化系」学生のレポート・卒論術 渡辺潤, 宮入恭平編著 青弓社 2013 467589E 816.5||W46 
コピペと言われないレポートの書き方教室 : 3 つのステップ : コピ

ペから正しい引用へ 
山口裕之著 新曜社 2013 467464C 816.5||Y24 

大学生の論文執筆法 (ちくま新書:600) 石原千秋著 筑摩書房 2006 432513D B||7398 
大学生のための「論文」執筆の手引 : 卒論・レポート・演習発表の

乗り切り方 
高崎みどり編著 秀和システム 2010 449575G B||8244 

      
文章力ＵＰ 

書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

文章作法入門 (ちくま学芸文庫:[ナ-1-4]) 中村明著 筑摩書房 2002 387693E 080||C44||ナ 01-4 
書くことが思いつかない人のための文章教室 (幻冬舎新書:232:[こ
-8-2]) 

近藤勝重著 幻冬舎 2011 456367B 080||G34||232 

作文に強くなる (岩波ジュニア新書:220) 馬場博治著 岩波書店 1993 367935H 081.9||I95||220 
形容詞を使わない大人の文章表現力 石黒圭著 日本実業出版社 2017 480991C 816.2||I73 
文章力の決め手 阿部紘久著 日本実業出版社 2013 467760J 816||A12 
うまく書きたいあなたのための文章のそうじ術 : 書く力は「捨てる

テクニック」です! 
片岡義博著 言視舎 2011 462755F 816||Ka83 

マジ文章書けないんだけど : 朝日新聞ベテラン校閲記者が教える一

生モノの文章術 
前田安正著 大和書房 2017 481059H 816||Ma26 

100 ページの文章術 : わかりやすい文章の書き方のすべてがここに 酒井聡樹著 共立出版 2011 455182G 816||Sa29 
ぼくらの文章教室 高橋源一郎著 朝日新聞出版 2013 465434A 816||Ta33 
芥川・太宰に学ぶ心をつかむ文章講座 : 名文の愉しみ方・書き方 出口汪著 水王舎 2015 476219D 910.26||D1 



      
話す力・プレゼン力 

書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

あなたの表現はなぜ伝わらないのか : 論理と作法 (中公新書:2098) 古郡廷治著 中央公論新社 2011 452905H 080||C64||2098 
わかりやすく「伝える」技術 (講談社現代新書:2003) 池上彰著 講談社 2009 442052H 080||Ko19||A-2003 
「わかりやすさ」の勉強法 (講談社現代新書:2054) 池上彰著 講談社 2010 448956A 080||Ko19||A-2054 
一生使えるプレゼン上手の資料作成入門 : 説得力が劇的アップ 岸啓介著 インプレス 2017 481063F 336.49||Ki56 
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 452537A 361.454||N39 
TED トーク : 世界最高のプレゼン術 実践編 ジェレミー・ドノバン [著]/中

西真雄美訳 
新潮社 2013 473043H 809.2||D85 

話道のこころ 岩元克雄著 スカイビュープ

ランニング /日
本エディターズ 
(発売) 

2007 455246G 809.2||I94 

コメント力 : 「できる人」はここがちがう 齋藤孝著 筑摩書房 2004 423190C 809.2||Sa25 
はじめの 1 分で信頼を勝ち取る声と話し方 テレビ朝日アスク著 学研プラス 2018 481058J 809.2||Te71 
たった 1 日で声まで良くなる話し方の教科書 魚住りえ著 東洋経済新報社 2015 474427G 809.2||U79 
大学生からのグループ・ディスカッション入門 : ワークシート課題

付 
中野美香著 ナカニシヤ出版 2018 482748B 809.6||N39 

ディベートの基本が面白いほど身につく本 : 論理力・説得力・対人

力が高まるトレーニング (知りたいことがすぐわかる) 
太田龍樹著 中経出版 2007 447516A 809.6||O81 

1 分で大切なことを伝える技術 (PHP 新書:573) 齋藤孝著 PHP 研究所 2009 444230A B||7927 
      

 
  

展示資料以外にも資料を所蔵しています。 

図書館ホームページより、ＯＰＡＣ（蔵書検索）で検索をしてみよう！ 

 


