
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 間 場 所 

2021年 4月 2日（土）～5月 9日（月） 大学図書館 2階 閲覧室 

 

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。 

図書館では大学での過ごし方やレポート・論文の書き方など 

の学びをサポートする本をテーマに展示をしています。 

どうぞご活用ください。 

 

★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=3339520&display=front
https://booklog.jp/users/shoinlib?category_id=3339520&display=front


 

 

展 示 資 料 
大学生活のハンドブック 

書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

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 

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 

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 

大学生のための知的技法入門 第 2 版 (アカデミック・スキルズ) 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 

2012 472980D 377.15||Sa85 

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 4 年間で絶対やっておくべきこと : なんとなく卒業しないため

の 50 のルール 改訂版 

森川友義著 KADOKAWA 2019 488880E 377.9||Mo51 

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 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 

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 

 

学び方 レポート・論文の書き方 

書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

学びの呼吸 : 世界のエリートに共通する学習の型 岡田昭人著 技術評論社 2021 489750B 002.7||O38 

Factfulness :  

10 の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣 

ハンス・ロスリング, オーラ・

ロスリング, アンナ・ロスリン

グ・ロンランド著/上杉周作, 関

美和訳 

日経 BP 社/日経

BP マーケティン

グ (発売) 

2019 485645H 002.7||R72 

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 

大学生のためのレポート・論文術 最新版 (講談社現代新書:2498) 小笠原喜康著 講談社 2018 481553A 080||Ko19||A-2498 

メディアリテラシーを学ぶ : ポスト真実世界のディストピアを超え

て (シリーズ大学生の学びをつくる) 

坂本旬著 大月書店 2022 491107F 361.453||Sa32 

独学大全 :  

絶対に「学ぶこと」をあきらめたくない人のための 55 の技法 

読書猿著 ダイヤモンド社 2020 489013C 379.7||D83 

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 

「文章術のベストセラー100 冊」のポイントを 1 冊にまとめてみた。 藤吉豊, 小川真理子著 日経 BP/日経 BP

マーケティング 

(発売) 

2021 488405B 816||F68 

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 



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 

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 

ゼロからわかる大学生のためのレポート・論文の書き方 石井一成著 ナツメ社 2011 472835B 816.5||I75 

大学 1 年生の君が、はじめてレポートを書くまで。 川崎昌平著 ミネルヴァ書房 2020 491106H 816.5||Ka97 

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 

能力を最大限に発揮できる独学による論文の書き方 最上心瑛著 ブイツーソリュー

ション / 星雲社 

(発売) 

2020 489668I 816.5||Mo16 

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 

論文の考え方・書き方 : はじめての論文作成術 宅間紘一著 新泉社 2021 489141E 816.5||Ta74 

Word を使った大学生のための論文作成術 :  

思考技術・情報処理技術を書く力へ 

佐良木昌著 明石書店 2004 411388I B||6685 

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 432542H B||7397 

思考の整理学 (ちくま文庫:[と-1-1]) 外山滋比古著 筑摩書房 1986 445969F B||8021 

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 

20 代で身につけたい論理的な考え方 西村克己著 中経出版 2011 470564F B||9073 

探究に役立つ!学校司書と学ぶレポート・論文作成ガイド  

(なるには Books:別巻) 

東京都立高等学校学校司書会

ラーニングスキルガイドプロ

ジェクトチーム編著 

ぺりかん社 2019 485438B B||9812 

大学生のための論文・レポート作成法 : アカデミックライティング

の基本を学ぶ 第 2 版 

井上貴翔 [ほか] 共著 学術図書出版社 2020 488067G B1||222 

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 

      



オンラインツール利用法 

書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

オンラインで伝える力 野村絵理奈著 ポプラ社 2020 487975J B1||192 

世界一わかりやすい Zoom マスター養成講座 改訂版 タナカミカ, 真鍋郷著 つた書房/創英社/

三省堂書店  (発

売) 

2020 487980F B1||194 

オンラインでの「伝え方」ココが違います! : Teams Zoom YouTube 

etc. 

矢野香著 すばる舎 2020 488101A B1||196 

Microsoft Teams 目指せ達人基本&活用術 東弘子著 マイナビ出版 2021 488701I S||1118 

はじめての Microsoft 365 Teams (Basic master:523) 高見知英著 秀和システム 2020 488702G S||1119 

 

資格 

書名 書名 書名 書名 書名 書名 

英検準 2 級過去 6 回全問題集 : 文部科学省後援 2021 年度版 [旺文社編] 旺文社 2021 490453C S||328||2021 

資格取り方選び方全ガイド 2021 年版 高橋書店編集部編 高橋書店 2019 484156F S||678||2021 

Microsoft Office Specialist Microsoft Word 2010 対策テキスト&問

題集 (よくわかるマスター) 

富士通エフ・オー・エム著制作 FOM 出版 2011 464221A S||842||1 

Microsoft Office Specialist Microsoft Excel 2010 対策テキスト&問

題集 (よくわかるマスター) 

富士通エフ・オー・エム著制作 FOM 出版 2011 464360H S||844||3 

食生活アドバイザー基礎公式テキスト&問題集 : 食と生活のスペシ

ャリスト 

FLA ネットワーク協会編 日本能率協会マネ

ジメントセンター 

2019 482154I S||988 

      

  

 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！ 


