5Fラーニングコモンズ展示
展示期間：11/6(月) -12/10（日）

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
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.
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.
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).
ゼロからはじめるデザイン / 北村崇著. -- SBクリエイティブ, 2015.8.
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 : 学校や会社では
教えてくれない!? / 高橋佑磨, 片山なつ著. -- 技術評論社, 2014.8.
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.
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).
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).
論理が伝わる世界標準の「プレゼン術」 : 一生モノの「説得技法」 / 倉島保美著. -- 講
談社, 2014.1. -- (ブルーバックス ; B-1847).
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.
戦略的交渉入門 / 田村次朗, 隅田浩司著. -- 日本経済新聞出版社, 2014.3. -- (日経
文庫 ; 1299).
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.
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).
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).
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).
大学生からのプレゼンテーション入門 : ワークシート課題付 / 中野美香著. -- ナカニシ
ヤ出版, 2012.5.
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.
「プレゼン」力 : 未来を変える「伝える」技術 / 山中伸弥, 伊藤穰一著. -- 講談社,
2016.9.
問いかける技術 : 確かな人間関係と優れた組織をつくる / エドガー・H・シャイン著 ; 原
賀真紀子訳. -- 英治出版, 2014.12.
大学生のためのコーチングとファシリテーションの心理学 / 本山雅英著. -- 北大路書
房, 2014.7.
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).
学び合う場のつくり方 : 本当の学びへのファシリテーション / 中野民夫著. -- 岩波書
店, 2017.6.
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.
ファシリテーター行動指南書 : 意味ある場づくりのために / 三田地真実著. -- ナカニシ
ヤ出版, 2013.5.
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 ; 続. -- 南江堂, 2014.4.
色の事典 : 色彩の基礎・配色・使い方 / 色彩活用研究所サミュエル監修. -- 西東社,
[2012.10].
やさしいデザインの教科書 : Basics of design / 瀧上園枝著. -- エムディエヌコーポ
レーション.
「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).
「言葉にできる人」の話し方 : 15秒で伝えきる知的会話術 / 齋藤孝著. -- 小学館,
2017.6. -- (小学館新書 ; [299]).
「魅せる声」のつくり方 : 3大新理論があなたの印象を変える / 篠原さなえ著. -- 講談
社, 2012.12. -- (ブルーバックス ; B-1796).

1 ページ

配置場所

請求記号
007.58//N34//2672//西
3F開架新体系
田蔵書
3F開架新体系 007.58//O26//7867
3F開架新体系 007.6//MO45//4443
3F開架新体系 021.4//KI68//8926
3F開架新体系 021.4//TA33//3636
3F開架新体系 141.5//KA58//6425
3F開架新体系 141.5//KI58//2837
4F新書版

336.4//I18//9933

4F新書版

336.49//I18//8840

4F新書版

336.49//KU55//6364

4F開架新体系 336.49//R51//3795
4F新書版

336.49//TA82//8848

4F開架新体系 336.49//W33//2804
4F新書版

336.55//SH49//2924

4F新書版

336.55//SH49//8530

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//N39//3115
4F開架新体系 361.4//P92//5838
3F卒業生著作 361.4//Y34//4577
4F開架新体系 361.454//SC2//8268
4F開架新体系 366.94//MO92//2940
4F開架新体系 377.15//A62//5333
4F開架新体系 377.15//N39//0208
4F開架新体系 377.15//SE73//8601
4F開架新体系 379.6//MI56//6223
3F開架新体系 490.7//W46//1222
3F開架新体系 757.3//I66//0129
3F開架新体系 757//TA71//2826
3F開架新体系 809.2//KU55//1306
4F新書版

809.2//SA25//9465

4F新書版

809.2//SH67//1231

資料名等
ファシリテーターになろう! : 6つの技術と10のアクティビティ / ちょんせいこ, 西村善美,
松井一恵著. -- 解放出版社, 2014.5.
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).
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).
レポート・論文をさらによくする「書き直し」ガイド : 大学生・大学院生のための自己点検
法29 / 佐渡島紗織, 坂本麻裕子, 大野真澄編著. -- 大修館書店, 2015.12.
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).
大人のための国語ゼミ / 野矢茂樹著. -- 山川出版社, 2017.7.
伝わる!文章力が豊かになる本 / 小笠原信之著. -- 高橋書店, [2012.1].
クリティカル・リーディング入門 : 人文系のための読書レッスン / 大出敦著. -- 慶応義
塾大学出版会, 2015.10. -- (アカデミック・スキルズ).

2 ページ

配置場所

請求記号

3F開架新体系 809.6//C53//8264
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//Y92//4678

3F開架新体系 816.5//SA13//8149
4F新書版

816//KU55//9918

3F開架新体系 816//N97//1494
3F開架新体系 816//O22//3178
3F開架新体系 817.5//O31//6423

