5Fラーニングコモンズ展示
展示期間：11/7-12月中旬

三商ゼミ

資料作り、グループワーク、プレゼンテーションに役立つ図書やレファレンスブックを集めました。
図書は全て貸し出し可能です。他学部の方もどうぞ。
資料名等
調べるって楽しい! : インターネットに情報源を探す / 大串夏身著. -- 青弓社, 2013.4.
Excel&情報検索とGoogle活用 / 森園子編著 ; 池田修 [ほか] 著. -- 第2版. -- 共立出
版, 2015.5. -- (大学生の知の情報ツール ; 2).
Word & PowerPoint / 森園子編著 ; 池田修 [ほか] 著. -- 第2版. -- 共立出版, 2015.5.
-- (大学生の知の情報ツール ; 1).
研究発表のためのスライドデザイン : 「わかりやすいスライド」作りのルール / 宮野公
樹著. -- 講談社, 2013.4. -- (ブルーバックス ; B-1813).
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 / 毛利和弘著. -第7版. -- 毛利和弘.
レファレンスブックス : 選びかた・使いかた / 長澤雅男, 石黒祐子共著. -- 新訂版. -日本図書館協会, 2015.1.
伝わるデザインの基本 : よい資料を作るためのレイアウトのルール / 高橋佑磨著 : 片
山なつ著. -- 増補改訂版. -- 技術評論社, 2016.9.
新聞の正しい読み方 : 情報のプロはこう読んでいる! / 松林薫著. -- NTT出版, 2016.3.
論理的な考え方伝え方 : 根拠に基づく正しい議論のために / 狩野光伸著. -- 慶応義
塾大学出版会, 2015.10.
考える力をつける3つの道具 : かんたんスッキリ問題解決! / 岸良裕司, きしらまゆこ著.
-- ダイヤモンド社, 2014.6.
政治学大図鑑 / ポール・ケリー [ほか] 著 ; 豊島実和訳. -- 三省堂, [2014.9].
法律用語ハンドブック = A handbook of legal terminology / 尾崎哲夫著. -- 第5版. -自由国民社, 2012.11.
デイリー法学用語辞典 / 三省堂編修所編. -- 三省堂, 2015.4.
世界の法律情報 : グローバル・リーガル・リサーチ / 阿部博友 [ほか] 編著. -- 文眞
堂, 2016.6.
法学ライティング / 木山泰嗣著. -- 弘文堂, 2015.3.
法情報の調べ方入門 : 法の森のみちしるべ / ロー・ライブラリアン研究会編. -- 日本
図書館協会, 2015.5. -- (JLA図書館実践シリーズ ; 28).
経済社会学キーワード集 / 経済社会学会編. -- ミネルヴァ書房, 2015.5.
経済学大図鑑 / ナイアル・キシテイニーほか著 ; 小須田健訳. -- 三省堂, [2014.2].

配置場所
請求記号
3F開架新体系 007.58//O26//7867

経営学大図鑑 / イアン・マルコーズほか著 ; 沢田博訳. -- 三省堂, [2015.2].

4F開架新体系 335.1//MA51//9000

経営学史事典 : 経営学史学会創立20周年記念 / 経営学史学会編. -- 第2版. -- 文眞
堂, 2012.5.
プレゼンに勝つ図解の技術 / 飯田英明著. -- 第2版. -- 日本経済新聞出版社,
2012.11. -- (日経文庫 ; 1272).
心を動かすプレゼンの技術 : 人前で話すのが苦手なあなたへ / 藤沢晃治 [著]. -- 角
川書店. -- (角川oneテーマ21 ; C-190).
プレゼンに役立つデザインの法則50 / 樋口泰行, 山内俊幸, 森嶋良子著. -- 玄光社,
2015.8. -- (玄光社MOOK).
ひと目で伝わる!図解表現のテクニック / 飯田英明著. -- PHP研究所, 2012.11. -(PHPビジネス新書 ; 242).
描いて、見せて、伝えるスゴい!プレゼン / ダン・ローム著 ; 住友進訳. -- 講談社,
2015.3.
学生のためのプレゼン上達の方法 : トレーニングとビジュアル化 / 塚本真也, 高橋志
織著. -- 朝倉書店, 2012.9.
仕事耳を鍛える : 「ビジネス傾聴」入門 / 内田和俊著. -- 筑摩書房, 2009.12. -- (ちくま
新書 ; 820).
プレゼンテーションの教科書 / 脇山真治著 ; 日経デザイン編. -- 第3版. -- 日経BP社.
ビジュアル資料作成ハンドブック / 清水久三子著. -- 日本経済新聞出版社, 2016.1. -(日経文庫 ; 1930).
ロジカル・ライティング / 清水久三子著. -- 日本経済新聞出版社, 2013.10. -- (日経文
庫 ; 1295).
経営分析事典 / 日本経営分析学会編. -- 新版. -- 税務経理協会, 2015.3.
チームワークの心理学 : エビデンスに基づいた実践へのヒント / マイケル・A・ウェスト
著 ; 高橋美保訳. -- 東京大学出版会, 2014.5.
「説得力」を強くする : 必ず相手を納得させる14の作戦 / 藤沢晃治著. -- 講談社,
2015.6. -- (ブルーバックス ; B-1919).
学生のためのプレゼンテーション・トレーニング : 伝える力を高める14ユニット / プレゼ
ンテーション研究会 [編] ; 藤田直也ほか執筆. -- 実教出版, 2015.9.

3F開架新体系 007.6//MO45//4444
3F開架新体系 007.6//MO45//4443
4F新書版

007.63//MI79//5125

3F開架新体系 015.2//MO45//2833
3F開架新体系 015.2//N22//3697
3F開架新体系 021.4//TA33//3541
3F開架新体系 070.4//MA73//0719
3F開架新体系 141.5//KA58//6425
3F開架新体系 141.5//KI58//2837
4F開架新体系 311//KE33//3958
4F開架新体系 320.33//O96//1733
4F開架新体系 320.33//SA66//4433
4F開架新体系 320.7//A12//2865
4F開架新体系 320.7//KI84//2811
4F開架新体系 320.7//L42//3471
4F開架新体系 331//KE29//3576
4F開架新体系 331//KI58//6852

4F開架新体系 335.12//KE22//4725
4F新書版

336.4//I18//9933

4F新書版

336.49//F66//9652

4F開架新体系 336.49//H56//5147
4F新書版

336.49//I18//8840

4F開架新体系 336.49//R51//3795
4F開架新体系 336.49//TS54//9198
4F新書版

336.49//U14//6065

4F開架新体系 336.49//W33//2804
4F新書版

336.55//SH49//8530

4F新書版

336.55//SH49//2924

4F開架新体系 336.83//N71//2646
4F開架新体系 361.3//W62//0298
4F新書版

361.4//F66//3854

4F開架新体系 361.4//P92//5838

資料名等
グループ学習入門 : 学びあう場づくりの技法 / 新井和広, 坂倉杏介著. -- 慶應義塾大
学出版会, 2013.4. -- (アカデミック・スキルズ).
ゼミで学ぶスタディスキル / 南田勝也, 矢田部圭介, 山下玲子著. -- 改訂版. -- 北樹
出版, 2013.4.
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. -- 第2
版. -- 慶應義塾大学出版会, 2012.9. -- (アカデミック・スキルズ).
知のツールボックス : 新入生援助 (フレッシュマンおたすけ) 集 / 専修大学出版企画委
員会編. -- 改訂版第5刷. -- 専修大学出版局, 2013.4.
発表が楽しくなる!研究者の劇的プレゼン術 : 見てくれスライド論&よってらっしゃいポス
ター論と聴衆の心をつかむ講演技術 / 堀口安彦著. -- 羊土社, 2013.4.
あなたのプレゼン誰も聞いてませんよ! : シンプルに伝える魔法のテクニック / 渡部欣
忍著. -- 南江堂, 2014.4.
クイズで学ぶデザイン・レイアウトの基本 / 田中クミコ [ほか] 著. -- 翔泳社, 2013.8.
「引きつける」話し方が身につく本 : 声・言葉・印象がもっと魅力的に変わる! / 倉島麻帆
著. -- 明日香出版社, 2016.4. -- (CD BOOK)(Asuka business & language books).
声と話し方のトレーニング / 村上由美著. -- 平凡社, 2009.2. -- (平凡社新書 ; 454).
議論のレッスン / 福澤一吉著. -- 日本放送出版協会, 2002.4. -- (生活人新書 ; 025).
会議のマネジメント : 周到な準備、即興的な判断 / 加藤文俊著. -- 中央公論新社,
2016.9. -- (中公新書 ; 2397).
議論入門 : 負けないための5つの技術 / 香西秀信著. -- 筑摩書房, 2016.8. -- (ちくま
学芸文庫 ; [コ-45-1]).
論理が伝わる世界標準の「議論の技術」 : Win-Winへと導く5つの技法 / 倉島保美著. - 講談社, 2015.5. -- (ブルーバックス ; B-1914).
ビジネス・ディベート / 茂木秀昭著. -- 日本経済新聞出版社, 2012.2. -- (日経文庫 ;
1258).
反論が苦手な人の議論トレーニング / 吉岡友治著. -- 筑摩書房, 2014.9. -- (ちくま新
書 ; 1088).
てにをは連想表現辞典 / 小内一編. -- 三省堂, 2015.9.
大学生のための文章表現&口頭発表練習帳 / 銅直信子, 坂東実子著. -- 国書刊行会,
2013.3.
論理が伝わる世界標準の「書く技術」 : 「パラグラフ・ライティング」入門 / 倉島保美著.
-- 講談社, 2012.11. -- (ブルーバックス ; B-1793).
はじめよう、ロジカル・ライティング / 名古屋大学教育学部附属中学校, [名古屋大学教
育学部附属]高等学校国語科著 ; 戸田山和久執筆協力. -- ひつじ書房, 2014.5.

配置場所

請求記号

4F開架新体系 377.15//A62//5333
4F開架新体系 377.15//MI37//4827
4F開架新体系 377.15//SA85//7946
4F開架新体系 377.15//SE73//8601
3F開架新体系 407//H88//6426
3F開架新体系 490.7//W46//1222
4F開架新体系 674.3//TA84//2448
3F開架新体系 809.2//KU55//1306
4F新書版
4F新書版

809.2//MU43//5377
809.6//F85//1434

4F新書版

809.6//KA86//4121

3F文庫版

809.6//KO98//4094

4F新書版

809.6//KU55//3214

4F新書版

809.6//MO82//0077

4F新書版

809.6//Y92//4678

3F開架新体系 813.5//O65//5637
3F開架新体系 816//D81//6560
4F新書版

816//KU55//9918

3F開架新体系 816.5//N27//2100

