２F企画展示

スタディ・スキル入門

展示期間：2018/5/7-6/3

「文章をまとめるのが苦手！」「皆に伝えるって難しいな」「文献はどうやって調べたらいいの？」
お悩みの皆さんに、ノートの取り方、レポートの書き方、ゼミ発表の仕方など、卒論にも役立つ「学び方」に関する分かりやすい本を
展示しています。

書名等
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,
2016.9.
伝え方教室 : 調べる・発表する / 大重史朗著. -- 旬報社, 2015.12.
資料検索入門 : レポート・論文を書くために / 市古みどり編著 ; 上岡真紀子,
保坂睦著. -- 慶應義塾大学出版会, 2014.1. -- (アカデミック・スキルズ).
インターネットで文献探索 / 伊藤民雄, 実践女子大学図書館著 ; 2007年版 2016年版. -- 日本図書館協会, 2007.5-. -- (JLA図書館実践シリーズ ; 7).
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).
Excel & 情報検索とGoogle活用 / 森園子編著 ; 池田修, 永田大, 守屋康正著.
-- 共立出版, 2012.9. -- (大学生の知の情報ツール ; 2).
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.
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.
論理的に考え、書く力 / 芳沢光雄著. -- 光文社, 2013.11. -- (光文社新書 ;
668).
スタディ・スキル入門 : 大学でしっかりと学ぶために / 天野明弘, 太田勲, 野津
隆志編. -- 有斐閣, 2008.5. -- (有斐閣ブックス ; [688]).
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).
新よくわかるライフデザイン入門 : 大学でどのように学ぶか / 大学導入教育研
究会編. -- 古今書院, 2018.2.
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, 2017.4.
大学生の教科書 : 初年次からのスタディ・スキル / 関東学院大学経済経営研
究所FD研究プロジェクト編. -- 関東学院大学出版会.
学生のレポート・論文作成トレーニング : スキルを学ぶ21のワーク / 桑田てる
み編 ; 桑田てるみほか執筆. -- 実教出版, 2013.9.
大学生のための知的勉強術 / 松野弘著. -- 講談社, 2010.4. -- (講談社現代
新書 ; 2046).
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.
大学生の学び・入門 : 大学での勉強は役に立つ! / 溝上慎一著. -- 有斐閣,
2006.3. -- (有斐閣アルマ ; Interest).
大学生の学習テクニック / 森靖雄著. -- 第3版. -- 大月書店, 2014.12. -- (シ
リーズ大学生の学びをつくる).
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).
大学生学びのハンドブック : 勉強法がよくわかる! / 世界思想社編集部編. -- 4
訂版. -- 世界思想社, 2018.1.
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.
よくわかる学びの技法 / 田中共子編. -- 第2版. -- ミネルヴァ書房, 2009.12. - (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ).
大学生のための「学ぶ」技術 / 常見陽平著. -- 主婦の友社, 2012.4.
大学への文章学 : コミュニケーション手段としてのレポート・小論文 / 渡辺哲司
著. -- 学術出版会.
「書くのが苦手」をみきわめる : 大学新入生の文章表現力向上をめざして / 渡
辺哲司著. -- 学術出版会.
科学技術文を書くための基礎知識 : 「書き言葉」って? / 深尾百合子著. -- ア
グネ技術センター, 2013.3.
ヒラノ教授の論文必勝法 : 教科書が教えてくれない裏事情 / 今野浩著. -- 中
央公論新社, 2013.12. -- (中公新書ラクレ ; 480).

配架場所

請求記号

3F開架新体系

002.7//N87//4265

3F開架新体系

002.7//O76//8929

3F開架新体系

007.58//I14//6554

3F開架新体系

007.58//I89//2058

3F開架新体系

007.58//N34//2672//西田蔵
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

007.6//MO45//8714

3F開架新体系

015.2//MO45//2833

4F開架新体系

361.4//P92//5838

4F新書版

370.4//Y94//3768

4F開架新体系

377.15//A43//6703

4F開架新体系

377.15//A62//5333

4F開架新体系

377.15//D16//5854//西田蔵
書

4F開架新体系

377.15//I56//8762

4F開架新体系

377.15//KA59//1910

4F開架新体系

377.15//KU98//1632

4F新書版

377.15//MA84//0835

4F開架新体系

377.15//MI37//4827

4F開架新体系

377.15//MI93//9677

4F開架新体系

377.15//MO45//8131

4F開架新体系

377.15//SA85//7946

4F開架新体系

377.15//SE22//5710//西田蔵
書

4F開架新体系

377.15//SE73//8601

4F開架新体系

377.15//TA84//3427

4F開架新体系

377.15//TS77//5613

4F開架新体系

377.15//W46//8733

4F開架新体系

377.15//W46//9119

3F開架新体系

407//F72//7551

4F新書版

407//KO75//5952

書名等
理系のためのレポート・論文完全ナビ / 見延庄士郎著. -- 新版. -- 講談社,
2016.2.
理系のための文章術入門 : 作文の初歩から,レポート,論文,プレゼン資料の書
き方まで / 西出利一著. -- 化学同人, 2015.3.
はじめての研究生活マニュアル : 解消します!理系大学生の疑問と不安 / 西澤
幹雄著. -- 化学同人, 2015.4.
実験ノートの書き方 : 誰も教えてくれなかった : 研究を成功させるための秘訣 /
野島高彦著. -- 化学同人, 2017.7.
〈即戦力になる〉実験ノート入門 : 効果的なレポート・論文の書き方 / 吉村忠与
志著. -- 技術評論社, 2016.5. -- (わかる基礎入門シリーズ).
アメリカの大学生が学んでいる「伝え方」の教科書 / スティーブン E.ルーカス著
; 狩野みき監訳. -- SBクリエイティブ, 2016.12.
文章ベタな人のための論文・レポートの授業 / 古郡廷治著. -- 光文社, 2014.5.
-- (光文社新書 ; 697).
論文の書き方マニュアル : ステップ式リサーチ戦略のすすめ / 花井等, 若松篤
著. -- 新版. -- 有斐閣, 2014.10. -- (有斐閣アルマ ; Advanced).
レポート論文のstart line : 書ける自分を作る / 居駒永幸 [ほか] 編. -- おうふ
う, 2012.10.
思考を鍛えるレポート・論文作成法 = Developing critical thinking to write
papers / 井下千以子著. -- 第2版. -- 慶應義塾大学出版会, 2014.3.
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 , 2012.3
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, 2011.5.
学生による学生のためのダメレポート脱出法 / 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, 2014.10. -- (アカデミック・スキルズ).
考える力をつける論文教室 / 今野雅方著. -- 筑摩書房, 2011.4. -- (ちくまプリ
マー新書 ; 158).
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. -- 改訂第2版. -- 玉川大学出版部, 2015.3.
論文作成のための文章力向上プログラム : アカデミック・ライティングの核心を
つかむ / 村岡貴子, 因京子, 仁科喜久子著. -- 大阪大学出版会, 2013.3.
「型」で書く文章論 : 誰でも書けるレポート講座 / 西田みどり著. -- 知玄舎.
アカデミック・ライティングの基礎 : 資料を活用して論理的な文章を書く / 西川
真理子 [ほか] 著. -- 晃洋書房 , 2017.4
小論文・レポートの書き方 : パラグラフ・ライティングとアウトラインを鍛える演習
帳 / 野田直人著. -- 人の森, 2015.4. -- (人の森の本).
はじめての研究レポート作成術 / 沼崎一郎著. -- 岩波書店, 2018.1. -- (岩波
ジュニア新書 ; 865).
大学生の文章術 : レポート・論文の書き方 / 旺文社編. -- 旺文社, [2015.4]. - (大学生活+2 (ジュウジツ) 選書).
ピアで学ぶ大学生の日本語表現 : プロセス重視のレポート作成 / 大島弥生
[ほか] 著. -- 第2版. -- ひつじ書房, 2014.7.
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.
これからレポート・卒論を書く若者のために / 酒井聡樹著. -- 第2版. -- 共立
出版, 2017.7.
論文ゼミナール / 佐々木健一著. -- 東京大学出版会, 2014.8.
論文の書きかた / 佐藤健二著. -- 弘文堂, 2014.12. -- (現代社会学ライブラ
リー = Library of contemporary sociology ; 18).
よくわかる卒論の書き方 / 白井利明, 高橋一郎著. -- 第2版. -- ミネルヴァ書
房, 2013.2. -- (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ).
卒業論文・修士論文作成の要点整理実践マニュアル / 滝川好夫著. -- 税務
経理協会 , 2014.3
日本語アカデミックライティング / 滝浦真人, 草光俊雄編著. -- 放送大学教育
振興会, 2017.3. -- (放送大学教材 ; 1150022-1-1711).
はじめての論文 : 語用論的な視点で調査・研究する / 田中典子著. -- 春風社,
2013.4.
卒論を書こう : テーマ探しからスタイルまで / 栩木伸明著. -- 第2版. -- 三修
社, 2006.9.
論文の教室 : レポートから卒論まで / 戸田山和久著. -- 新版. -- NHK出版,
2012.8. -- (NHKブックス ; 1194).
大学1年生のための伝わるレポートの書き方 / 都筑学著. -- 有斐閣, 2016.4.

配架場所

請求記号

3F開架新体系

407//MI45//9687

3F開架新体系

407//N81//1875

3F開架新体系

407//N87//2759

3F開架新体系

407//N93//0709

3F開架新体系

407//Y91//1265

3F開架新体系

809.4//L96//5624

4F新書版

816.5//F92//1107

3F開架新体系

816.5//H27//5100//西田蔵書

3F開架新体系

816.5//I37//1921

3F開架新体系

816.5//I56//8046

3F開架新体系

816.5//I73//5577

3F開架新体系

816.5//I75//5742

3F開架新体系

816.5//KE26//5744

4F新書版

816.5//KO75//7436

3F開架新体系

816.5//MA81//1977

3F開架新体系

816.5//MU55//4493

3F開架新体系

816.5//N81//5599

3F開架新体系

816.5//N83//8681

3F開架新体系

816.5//N92//4580

4F新書版

816.5//N99//5225

3F開架新体系

816.5//O14//3131

3F開架新体系

816.5//O77//4593

3F開架新体系

816.5//SA13//8149

3F開架新体系

816.5//SA29//0409

3F開架新体系

816.5//SA75//3823
816.5//SA85//7294//西田蔵
書

3F開架新体系
3F開架新体系

816.5//SH81//8550

3F開架新体系

816.5//TA71//1722

3F開架新体系

816.5//TA73//9251

3F開架新体系

816.5//TA84//5453

3F開架新体系

816.5//TO15//6735

3F開架新体系

816.5//TO17//7552

3F開架新体系

816.5//TS99//0831

書名等
大学生のための論文・レポートの論理的な書き方 / 渡邊淳子著. -- 研究社,
2015.8.

配架場所

請求記号

3F開架新体系

816.5//W46//4946

「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, 2013.4. 3F開架新体系

816.5//W46//5354

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, 2013.7.
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).
伝わる書き方 / 三谷宏治 [著]. -- PHPエディターズ・グループ, 2013.11
大学1年生のための日本語技法 / 長尾佳代子, 村上昌孝編. -- ナカニシヤ出
版, 2015.4.
グループワークで日本語表現力アップ / 野田春美 [ほか] 著. -- ひつじ書房,
2016.3.
大学生・社会人のための言語技術トレーニング / 三森ゆりか著. -- 大修館書
店, 2013.4.
大学一年生の文章作法 / 山本幸司著. -- 岩波書店, 2014.12. -- (岩波テキス
トブックス ; α).
できる研究者の論文作成メソッド : 書き上げるための実践ポイント / ポール・J・
シルヴィア著 ; 高橋さきの訳. -- 講談社, 2016.12.
初学者向け おすすめシリーズの紹介
◆岩波科学ライブラリー（岩波書店）
◆岩波ブックレット（岩波書店）
◆今日からモノ知りシリーズ（日刊工業新聞社）
◆サイエンス・パレット（丸善出版）
◆ファーストブックシリーズ（技術評論社）
◆ポピュラー・サイエンス（裳華房）
◆やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ（ミネルヴァ書房）
◆有斐閣アルマ（有斐閣）
◆新書<岩波ジュニア新書、ちくまプリマ―新書、講談社現代新書、中公新書など>

3F開架新体系

816.5//Y24//0287

3F開架新体系

816//D81//6560

4F新書版

816//KU55//9918

3F開架新体系

816//MI58//5661

3F開架新体系

816//N17//3887

3F開架新体系

816//N92//4607

3F開架新体系

816//SA58//5428

3F開架新体系

816//Y31//7661

3F開架新体系

836.5//SI4//6306

