
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 間 場 所 

2020年 10月 1日（木）～10月 23日(金) 大学図書館 2階 閲覧室 

 

   

大学生応援Ｂｏｏｋｓ 
 

やっと始まった大学生活。 

図書館は頑張る皆さんを応援します！！ 

今回の展示では、レポートの基本から学習テクニック、人間

関係を円滑にする方法などなど、皆さんの学生生活にきっと

役立つ、選りすぐりの本を集めました。 

忙しい毎日にどうぞお役立てください。  

ブクログから展示資料一覧をご覧いただけます。       
大阪樟蔭女子大学図書館ブクログ 

https://booklog.jp/users/shoinlib?category_id=3130288&display=front


   

展 示 資 料 
学び応援コーナー 

書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

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 

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 

新・大学でなにを学ぶか (岩波ジュニア新書:912) 上田紀行編著 岩波書店 2020 487108B B||9977 

勉強が楽しくなるノート術 : マインドマップ for kids トニー・ブザン著/神田昌典訳 ダイヤモンド社 2006 434282I B||7468 

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 

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 

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 

スキルアップ!情報検索 : 基本と実践 中島玲子, 安形輝, 宮田洋輔著 日外アソシエーツ

/ 紀 伊 國 屋 書 店 

(発売) 

2017 485033F 007.58||N34 

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 



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 

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 

1 冊のノートが「あなたの言葉」を育てる 川上徹也著 朝日新聞出版 2018 482707E 816||Ka94 

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 

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 

論文・レポートの基本 : この 1 冊できちんと書ける! 石黒圭著 日本実業出版社 2012 478996C 816.5||I73 

学生による学生のためのダメレポート脱出法 (アカデミック・スキル

ズ) 

慶應義塾大学日吉キャンパス

学習相談員著 

慶應義塾大学出版

会 

2014 472988J 816.5||Ke26 

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, 北林利治著 東洋経済新報社 2006 418987G 816.5||Ki29 

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 

「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 

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 

大学生からの文章表現 : 無難で退屈な日本語から卒業する (ちくま

新書:889) 

黒田龍之助著 筑摩書房 2011 453911H 816||Ku72 

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 

文芸オタクの私が教えるバズる文章教室 (Sanctuary books) 三宅香帆著 サンクチュアリ出

版 

2019 484564B 816||Mi76 



ほんとうは大学生のために書いた日本語表現練習帳 中山秀樹著 すばる舎リンケー

ジ/すばる舎(発売) 

2010 452423D 816||N45 

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 

      

生活応援コーナー 

書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

すごい「会話力」 (講談社現代新書:2396) 齋藤孝著 講談社 2016 477175D 080||Ko19||A-2396 

植木理恵の行動心理学入門 : 他人の心がカンタンにわかる! (宝島

SUGOI 文庫:[Dう-1-1]) 

植木理恵監修 宝島社 2012 466408G 140.18||U39 

マンガでわかる心理学 : 座席の端に座りたがるのは?幼いころの記憶が

ないのは? (サイエンス・アイ新書:SIS-070) 

ポーポー・ポロダクション著 ソフトバンククリ

エイティブ 

2008 466418D 140||P81 

しあわせの花束 : 中原淳一エッセイ画集 (コロナ・ブックス:80) 中原淳一[文・画] 平凡社 2000 467742B 159.6||N33||1 

ひまわりみだしなみ手帖 (コロナ・ブックス:87. 中原淳一エッセイ画

集:2) 

中原淳一文・画 平凡社 2000 467744H 159.6||N33||2 

友だち幻想 : 人と人の「つながり」を考える (ちくまプリマー新

書:079) 

菅野仁著 筑摩書房 2008 484582A 361.4||Ka57 

 史上最強図解よくわかる人間関係の心理学 碓井真史監修 ナツメ社 2011 480087H 361.4||U95 

「聴く」技術が人間関係を決める : 心理カウンセラーが実践してい

る、相手の心を開く方法 (ナガオカ文庫:47657) 

宮城まり子著 永岡書店 2015 477447H 361.45||Mi73 

すっきり解決!人見知り (学校では教えてくれないピカピカ自分みが

き術) 

名越康文監修 日本図書センター 2017 480365F 361.45||N26 

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 

伝え方が 9 割 佐々木圭一著 ダイヤモンド社 2013 466519I 361.454||Sa75 

友だちいないと不安だ症候群につける薬 齋藤孝著 朝日新聞社 2005 439882D 361.61||Sa25 

好きやったらいいん? : デート DV 予防啓発冊子  豊中市人権文化部

人権政策室 

2012 470208F 367.1||Ka91 

それ、恋愛じゃなくて DV です 瀧田信之著 WAVE 出版 2009 445487B 367.3||Ta73 

ブラックバイト対処マニュアル 石田眞, 竹内寿監修 早稲田大学出版部 2016 476413H 377.9||B91 



大学生のための「社会常識」講座 : 社会人基礎力を身に付ける方法 松野弘編著 ミネルヴァ書房 2011 460188C 377.9||Ma84 

大学生が狙われる 50 の危険  最新対応版  (青春新書 PLAY 

BOOKS:P-1008) 

株式会社三菱総合研究所, 全

国大学生活協同組合連合会 , 

全国大学生協共済生活協同組

合連合会著 

青春出版社 2014 475807C 377.9||Mi63 

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 

女子大生がヤバイ! (新潮新書:318) 小沢章友著 新潮社 2009 452669E 377.9||O97 

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 

大学生の友人関係論 : 友だちづくりのヒント 吉岡和子, 高橋紀子編 ナカニシヤ出版 2010 481029F 377.9||Y92 

スマホが起こす「自分病」って何? (Wide shinsho:243) 和田秀樹著 新講社 2018 482080B 493.74||W12 

『メイクのヒント』 : 毎日可愛くなれる (講談社の実用 book) 千吉良恵子著 講談社 2018 482075E 595.5||C43 

独り暮らしをつくる 100 : Your own doors 川上ユキ著 文化出版局 2004 448786J 597.04||Ka94 

女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと 西原理恵子著 KADOKAWA 2017 481015F 914.6||S44 

ひとりぼっちを恐れる君へ : 女の子のための友情論 永尾カルビ著 大和書房 1998 272248I B||5331 

人は見た目が 9 割 (新潮新書:137) 竹内一郎著 新潮社 2005 411318H B||6633 

一週間で、とびきりおしゃれになる方法 (知的生きかた文庫) 浅野裕子著 三笠書房 2003 419572I B||7044 

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 

L25 おもてなしレシピ : 「女子力」あげちゃうワザあり料理 97 L25 編集部編 日本経済新聞出版

社 

2010 453861H B||8467 

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 461887E B||8676 

可愛くなれるメイクのれんしゅうちょう : がんばった分だけ、今よ

り可愛い自分になれる! : Make-up bible (主婦の友生活シリーズ) 

 主婦の友社 2016 475295D B||9212 

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 

六甲かもめ食堂の野菜が美味しいお弁当 : 少しの仕込みで生み出す

毎日食べたくなる味 

船橋律子著 誠文堂新光社 2019 484238D B||9706 



レンジでもっと!絶品レシピ (e-mook. syunkon カフェごはん) 山本ゆり[著] 宝島社 2019 484232E B||9712 

「また会いたい」と思われる人 鹿島しのぶ著 三笠書房 2018 482605B S||1029 

  

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！ 

 


