２F企画展示

展示期間：6/1(水)～6/22(水)

スタディ・スキル入門
「文献の探し方が分からない…」
「文章をまとめるのが苦手！」
「皆に伝えるって難しいな」
お悩みの皆さんに、文献の探し方、ノートの取り方、レポートの書き方、
ゼミ発表の仕方など、 「学び」に関する分かりやすい本を展示しています。
電子ブックは学内ネットワークから、QRコードで直接アクセスできます。
ご自宅等学外からのアクセスはVPN接続サービスをご利用ください。

学び方・考え方
書名
「学問」はこんなにおもしろい! : 憲法・経済・商い・ウナギ / 星海社編集部編 ; 木
村草太 [ほか] 著. -- 星海社. -- (星海社新書 ; 49).
人生を豊かにする学び方 / 汐見稔幸著. -- 筑摩書房, 2017.10. -- (ちくまプリマー新
書 ; 285).
学ぶということ / 内田樹 [ほか] 著 ; 桐光学園, ちくまプリマー新書編集部編. -- 筑
摩書房, 2018.8. -- (ちくまプリマー新書 ; 305 . 続・中学生からの大学講義 ; 1).
京大式おもろい勉強法 / 山極寿一著. -- 朝日新聞出版, 2015.11. -- (朝日新書 ; 542).
理科系の読書術 : インプットからアウトプットまでの28のヒント / 鎌田浩毅著. -中央公論新社, 2018.3. -- (中公新書 ; 2480).
心理学論文の読み方 : 学問の世界を旅する / 都筑学著. -- 有斐閣, 2022.2. -- (有斐
閣アルマ ; Basic).
学びとは何か : 「探究人」になるために / 今井むつみ著. -- 岩波書店, 2016.3. -(岩波新書 ; 新赤版 1596).
歴史学の思考法 : 東大連続講義 / 東京大学教養学部歴史学部会編. -- 岩波書店,
2020.4.
わかる・身につく歴史学の学び方 / 大学の歴史教育を考える会編. -- 大月書店,
2016.11. -- (シリーズ大学生の学びをつくる).
学問の発見 : 数学者が語る「考えること・学ぶこと」 / 広中平祐著. -- 講談社,
2018.7. -- (ブルーバックス ; B-2065).
法学テキストの読み方 / 大橋洋一著. -- 有斐閣, 2020.4.
法学部ゼミガイドブック : ディベートで鍛える論理的思考力 / 西南法学基礎教育研
究会著 ; 遠藤美奈 [ほか執筆]. -- 改訂版. -- 法律文化社, 2019.4.
法学学習Q&A / 横田明美, 小谷昌子, 堀田周吾著. -- 有斐閣, 2019.3.
カフェパウゼで法学を : 対話で見つける「学び方」 / 横田明美著. -- 弘文堂,
2018.7.
法学部入門 : はじめて法律を学ぶ人のための道案内 / 吉永一行編 ; 中村邦義, 二本
柳高信著 -- 第3版. -- 法律文化社, 2020.11.
経済学者の勉強術 : いかに読み、いかに書くか / 根井雅弘著. -- 人文書院, 2019.1.
大学と経済学部の学びの技法 / 渡邉修士, 川出真清編. -- 新世社. -- (ライブラリ経
済学基本講義 ; 1).
経済社会の学び方 : 健全な懐疑の目を養う / 猪木武徳著. -- 中央公論新社, 2021.9. - (中公新書 ; 2659).

巻号次

請求記号

配置場所

002//SE17//2377

4F新書版

002//SH74//2808

4F新書版

002//U14//9331

4F新書版

002.7//Y23//7860

4F新書版

019.12//KA31//6126

4F新書版

140.7//TS99//0155

3F開架新体系

141.33//I43//0012

4F新書版

201//TO46//2041

3F開架新体系

207//D16//8530

3F開架新体系

289//H71//8792

4F新書版

320.7//O28//1982

4F開架新体系

320.7//SE19//4414

4F開架新体系

320.7//Y78//3778

4F開架新体系

320.7//Y78//8699

4F開架新体系

321//N37//5237

4F開架新体系

330.7//N62//2621

4F開架新体系

330.7//W46//1198

4F開架新体系

331//I56//1787

4F新書版

370.7//E11//8988

4F開架新体系

371.4//A47//9804

4F新書版

大学生のためのクリティカルシンキング : 学びの基礎から教える実践へ / レスリー
-ジェーン・イールズ-レイノルズ [ほか] 著 ; 楠見孝, 田中優子訳. -- 北大路書房,
2019.11.
なぜヒトは学ぶのか : 教育を生物学的に考える / 安藤寿康著. -- 講談社, 2018.9. -(講談社現代新書 ; 2492).

書名
問う方法・考える方法 : 「探究型の学習」のために / 河野哲也著. -- 筑摩書房,

巻号次

請求記号

配置場所

375//KO76//9052

4F新書版

377.15//A43//6703

4F開架新体系

377.15//B14//3500

4F開架新体系

377.15//F72//1460

4F開架新体系

377.15//G16//8850

4F開架新体系

377.15//I56//0450

4F開架新体系

377.15//I89//3756

4F開架新体系

377.15//KA59//1910

4F開架新体系

377.15//KO26//5318

2F学生選書

377.15//MA84//0835

4F新書版

377.15//MI37//4827

4F開架新体系

377.15//MO45//8131

4F開架新体系

377.15//O97//0582

B3新体系

377.15//SA13//2215

4F開架新体系

377.15//SA85//0644//西田蔵書

4F開架新体系

377.15//SE22//7742

4F開架新体系

377.15//SE73//8601

4F開架新体系

377.15//SU13//7008

4F開架新体系

377.15//TO33//8797

4F開架新体系

377.15//TS77//5613

4F開架新体系

377.28//SA85//9327

4F開架新体系

379.7//D83//5955

2F学生選書

自分を成長させる最強の学び方 / 伊能美和子著. -- 総合法令出版, 2017.4.

379.7//I97//0289

4F開架新体系

東大教授が教える独学勉強法 / 柳川範之著. -- 草思社, 2014.7.

379.7//Y51//4598

4F開架新体系

402.8//I89//5412

4F新書版

404//TA67//9528

4F新書版

407//N87//2759

3F開架新体系

2021.4. -- (ちくまプリマー新書 ; 372).
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]).
世界を変えるエリートは何をどう学んできたのか? / ケン・ベイン著 ; 藤井良江訳.
-- 日本実業出版社, 2014.7.
21世紀のカレッジ・ジャパニーズ : 大学生のための日本語で読み解き、伝えるスキ
ル / 深澤のぞみ [ほか] 著. -- 国書刊行会, 2018.11.
知へのステップ : 大学生からのスタディ・スキルズ / 学習技術研究会編著. -- 第5
版. -- くろしお出版, 2019.4.
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. -- 第2版. -- 慶應義塾大学出版会, 2020.1.
アカデミック・スキル入門 : 大学での学びをアクティブにする / 伊藤奈賀子, 中島
祥子編. -- 新版. -- 有斐閣, 2019.3. -- (有斐閣ブックス ; [698]).
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.
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, 2016.10.
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).
大学に入ったら読む講義+レポートの基本 = Fundamental academic skills for first
year university student / 小澤正邦編著. -- 三恵社, 2022.1.
大学入門 : 政治と経済を学ぶマナーとスキル / 佐渡友哲編著. -- 北樹出版, 2011.5.
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3
版. -- 慶應義塾大学出版会, 2020.2. -- (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. -- 5訂版.
-- 世界思想社, 2021.2.
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.
研究道 : 学的探求の道案内 / 須田木綿子 [ほか] 編集委員. -- 東信堂, 2013.4.
大学1年生からのプロジェクト学習の始めかた / 常盤拓司, 西山敏樹著. -- 慶應義塾
大学出版会, 2019.11.
大学生のための「学ぶ」技術 / 常見陽平著. -- 主婦の友社, 2012.4.
いま大学で勉強するということ : 「良く生きる」ための学びとは / 佐藤優, 松岡敬
著. -- 岩波書店, 2018.8.
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, 2020.9.

研究するって面白い! : 科学者になった11人の物語 / 伊藤由佳理編著. -- 岩波書店,
2016.10. -- (岩波ジュニア新書 ; 841).
文系のための理数センス養成講座 / 竹内薫著. -- 新潮社, 2017.2. -- (新潮新書 ;
705).
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.
その理屈、証明できますか? : 正しく命題にたどり着くための手法と思考の学び方 /
Daniel J.Velleman著 : 神林靖訳. -- 翔泳社, 2016.11.
学ぶ脳 : ぼんやりにこそ意味がある / 虫明元著. -- 岩波書店, 2018.4. -- (岩波科学
ライブラリー ; 272).

410//V56//5716//西田蔵書 3F開架新体系

491.371//MU85//6037

3F開架新体系

書名

巻号次

脳が冴える15の習慣 : 記憶・集中・思考力を高める / 築山節著. -- 日本放送出版協
会, 2006.11. -- (生活人新書 ; 202).
工学部生のための研究の進めかた : "使いやすさ"の追究と倫理的配慮 / 西山敏樹著.
-- 慶応義塾大学出版会, 2018.3.
理工系大学でどう学ぶ? : 〈つなげてつくる〉工学への招待 / 広石英記編著 ; 花﨑
泉 [ほか] 著. -- 東京電機大学出版局, 2020.4.
ようこそ建築学科へ! : 建築的・学生生活のススメ / 松田達 [ほか] 編著. -- 学芸出
版社, 2014.4.
ゆるレポ : 卒論・レポートに役立つ「現代社会」と「メディア・コンテンツ」に関
する40の研究 / 岡本健, 松井広志, 松本健太郎編. -- 人文書院, 2021.11.
「英語の学び方」入門 / 新多了著. -- 研究社, 2019.8.
文学理論 : 読み方を学び文学と出会いなおす / 三原芳秋, 渡邊英理, 鵜戸聡編. -フィルムアート社, 2020.3. -- (「クリティカル・ワード」).
「女」が語る平安文学 : 『無名草子』からはじまる卒論のための基礎知識 / 原豊二,
古瀬雅義, 星山健編. -- 和泉書院, 2021.1.

請求記号

配置場所

498.39//TS65//2503

4F新書版

501.84//N87//5979

3F開架新体系

507//H71//2261

3F開架新体系

520.7//MA74//9244

3F開架新体系

816.5//O42//3569

3F開架新体系

830.7//N88//8404

5F英語学習

901//MI17//4214

3F開架新体系

910.23//H31//7730

3F開架新体系

調べ方・情報活用
書名
「調べる」論 : しつこさで壁を破った20人 / 木村俊介著. -- NHK出版, 2012.9. -(NHK出版新書 ; 387).
実践 自分で調べる技術 / 宮内泰介, 上田昌文著. -- 岩波書店, 2020.10. -- (岩波新書
; 新赤版 1853).
調べるチカラ : 「情報洪水」を泳ぎ切る技術 / 野崎篤志著. -- 日本経済新聞出版社,
2018.1.
その情報、本当ですか? : ネット時代のニュースの読み解き方 / 塚田祐之著. -- 岩波
書店, 2018.2. -- (岩波ジュニア新書 ; 866).
文献管理ツールMendeleyガイドブック / 坂東慶太著. -- アトムス, 2018.3.
自然史・理工系研究データの活用 / 中村覚責任編集. -- 勉誠出版, 2020.4. -- (デジ
タルアーカイブ・ベーシックス ; 3).
プロの検索テクニック : 検索技術者検定2級公式推奨参考書 / 原田智子編著 ; 小河
邦雄 [ほか] 著. -- 樹村房, 2018.8.
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).
プロ司書の検索術 : 「本当に欲しかった情報」の見つけ方 / 入矢玲子著. -- 日外ア
ソシエーツ, 2020.10. -- (図書館サポートフォーラムシリーズ).
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 - 2019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. -- 新訂第2版.
-- 日外アソシエーツ, 2021.1.
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.
調べる力 : いまどきネットだけじゃ、隣と同じ! / 関沢英彦著. -- アスカ・エフ・プ
ロダクツ.
朝日新聞記者のネット情報活用術 / 平和博著. -- 朝日新聞出版, 2012.3. -- (朝日新
書 ; 341).
デジタル情報資源の検索 = Digital information resources : search and retrieval /
高鍬裕樹著. -- 増訂第5版. -- 京都図書館情報学研究会. -- (KSPシリーズ ; 18).
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 [ほか] 著. -- 第2版. -- 共立出
版, 2015.5. -- (大学生の知の情報ツール ; 2).
ゼロからはじめるデータサイエンス : Pythonで学ぶ基本と実践 / Joel Grus著 ; 菊池
彰訳. -- 第2版. -- オライリー・ジャパン.
図書館と情報技術 : 情報検索能力の向上をもめざして / 岡紀子, 田中邦英著 ; 田窪
直規編集. -- 改訂. -- 樹村房, 2017.4.

巻号次

請求記号

配置場所

002.7//KI39//7531

4F新書版

002.7//MI86//4407

4F新書版

002.7//N98//5656

3F開架新体系

007.3//TS52//5799//西田蔵書

4F新書版

007.5//B18//6000

3F開架新体系

007.5//D54//2679

3F開架新体系

007.58//H32//9676

3F開架新体系

007.58//I14//6554

3F開架新体系

007.58//I64//4477

3F開架新体系

2019年版 007.58//I89//4769

3F開架新体系

007.58//N34//7084

3F開架新体系

007.58//O26//7867

3F開架新体系

007.58//SE44//4744

3F開架新体系

007.58//TA23//0668

4F新書版

007.58//TA39//4506

3F開架新体系

007.6//MO45//4443

3F開架新体系

007.6//MO45//4444

3F開架新体系

007.64//G89//1788

3F開架新体系

013.8//O36//1067

3F開架新体系

書名

巻号次

才能を引き出した情報空間 : トップランナーの図書館活用術 / 岡部晋典著. -- 勉誠

請求記号

配置場所

015//O37//3193//西田蔵書 3F開架新体系

出版, 2017.8. -- (ライブラリーぶっくす).
図書館「超」活用術 : 最高の「知的空間」で、本物の思考力を身につける / 奥野宣

015//O56//0929

之著. -- 朝日新聞出版, 2016.3.
図書館徹底活用術 : ネットではできない!信頼される「調べる力」が身につく / 寺尾

3F開架新体系

015//TO72//7147//西田蔵書 3F開架新体系

隆監修. -- 洋泉社, 2017.2.
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 ;
DBジャパン編. -- 第9版. -- DBジャパン, 2021.7.
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. -- 4訂版. -日本図書館協会, 2020.6.
図書館で調べる / 高田高史著. -- 筑摩書房, 2011.6. -- (ちくまプリマー新書 ; 160).
図書館活用術 : 検索の基本は図書館に / 藤田節子著. -- 新訂第4版. -- 日外アソシ
エーツ.
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.
実践研究の理論と方法 / 本郷一夫編著. -- 金子書房, 2018.4. -- (シリーズ支援のた
めの発達心理学 / 本郷一夫監修).
日本史を学ぶための図書館活用術 : 辞典・史料・データベース / 浜田久美子著. -吉川弘文館, 2020.3.
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. -- 第2
版. -- 日本図書館協会, 2022.3. -- (JLA図書館実践シリーズ ; 28).
日経新聞を「読む技術」「活用する技術」 / 山本博幸 [著]. -- ディスカヴァー・
トゥエンティワン, 2019.8.
データ活用実践教室 : トップデータサイエンティストが教える / 高橋威知郎 [ほか]
著 ; 日経ビッグデータ編集. -- 日経BP社.
文系のためのデータサイエンスがわかる本 / 高橋威知郎著. -- 総合法令出版,
2019.9.
君にもできる!使える統計分析 : 理系学生が最低限身につけておきたい / 長谷川英祐
著. -- PHPエディターズ・グループ.
楽しみながら学ぶベイズ統計 / ウィル・カート著 ; 水谷淳訳. -- SBクリエイティブ,

015.2//MO45//3377//西田蔵書

3F開架新体系

015.2//N22//4519//西田蔵書

3F開架新体系

015.2//TA55//3296

4F新書版

015//F67//1099

3F開架新体系

070.4//MA73//0719

3F開架新体系

143//SE83//7062

3F開架新体系

210.07//H22//0907

3F開架新体系

320.7//L42//0122

4F開架新体系

330//Y31//9239

4F開架新体系

336.17//TA33//4576

4F開架新体系

336.17//TA33//9506

4F開架新体系

417//H36//1134

3F開架新体系

417//KU78//4026//西田蔵書 3F開架新体系

2020.7.
統計学への招待 : 大学生・社会人に必要な知識 / 三品勉編著 ; 岡田穣, 奥喜正, 芦田
信之著. -- 税務経理協会, 2018.5.
データ活用のための数理モデリング入門 / 水上ひろき [ほか] 著. -- 技術評論社,
2020.4.
Rで統計を学ぼう! 文系のためのデータ分析入門 / 長島直樹, 石田実, 李振著. -- 中央
経済社.
経営系学生のための基礎統計学 / 塩出省吾, 今野勤著. -- 改訂版. -- 共立出版,
2019.1.
文系でもわかる統計分析 / 須藤康介, 古市憲寿, 本田由紀著. -- 新版. -- 朝日新聞出
版, 2018.9. -- (朝日おとなの学びなおし!).
ウェブによる情報収集 / 荻野綱男, 田野村忠温編. -- 明治書院, 2011.4. -- (講座ITと
日本語研究 ; 7).
文章表現のための辞典活用法 / 中村明著. -- 東京堂出版, 2018.2.

417//MI53//7747

3F開架新体系

417//MI95//2108

3F開架新体系

417//N22//3663

3F開架新体系

417//SH72//5811

3F開架新体系

417//SU14//8235

2F学生選書

810.7//KO98//2236

3F開架新体系

816//N37//5689//西田蔵書 3F開架新体系

英語辞典活用ガイド : 辞書の情報を読み取るための必須知識 / 樋口昌幸著. -- 開拓

833.3//H56//9419

社, 2012.10. -- (開拓社言語・文化選書 ; 35).

5F英語学習

レポート・論文の書き方、文章術
書名
サマる技術 / 船登惟希著. -- 星海社. -- (星海社新書 ; 57).
はじめて「質的研究」を「書く」あなたへ : 研究計画から論文作成まで / 太田裕子
著. -- 東京図書, 2019.9.
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).

巻号次

請求記号

配置場所

002.7//F89//6625

4F新書版

002.7//O81//6786

3F開架新体系

007.58//I14//6554

3F開架新体系

書名
経済・商学系のための情報リテラシー入門 / 荒木孝治 [ほか] 著. -- 第4版. -- 同文
舘出版, 2018.3.
Microsoft Office 2016を使った情報リテラシーの基礎 / 切田節子 [ほか] 共著. -- 近
代科学社, 2016.10.
正しいコピペのすすめ : 模倣、創造、著作権と私たち / 宮武久佳著. -- 岩波書店,
2017.3. -- (岩波ジュニア新書 ; 849).
その情報はどこから? : ネット時代の情報選別力 / 猪谷千香著. -- 筑摩書房, 2019.2.
-- (ちくまプリマー新書 ; 320).
はじめての論理学 : 伝わるロジカル・ライティング入門 / 篠澤和久 [ほか] 著. -- 有
斐閣, 2020.10. -- (有斐閣ストゥディア).
心理学のための英語論文の書き方・考え方 / 羽生和紀著. -- 朝倉書店, 2014.6.
テンプレートで学ぶはじめての心理学論文・レポート作成 / 長谷川桐, 鵜沼秀行著.
-- 東京図書, 2017.12.
心理学レポート・論文の書き方 : 演習課題から卒論まで / 板口典弘, 山本健太郎著.
-- 講談社, 2017.5. -- (ステップアップ心理学シリーズ).
心理学研究のためのレポート・論文の書き方マニュアル : 執筆のキーポイントと例
文 / 瀬谷安弘, 天野成昭著. -- ナカニシヤ出版, 2020.3.
心理学・社会科学研究のための調査系論文の読み方 / 浦上昌則, 脇田貴文著. -- 改
訂版. -- 東京図書, 2020.12.
臨床現場で役立つ質的研究法 : 臨床心理学の卒論・修論から投稿論文まで / 福島哲
夫編. -- 新曜社, 2016.9.
歴史学で卒業論文を書くために / 村上紀夫著. -- 創元社, 2019.9.
日本中世史入門 : 論文を書こう / 秋山哲雄, 田中大喜, 野口華世編. -- 増補改訂新版.
-- 勉誠出版, 2021.3.
社会科学系論文の書き方 / 明石芳彦著. -- ミネルヴァ書房, 2018.9.
質の高い研究論文の書き方 : 多様な論者の視点から見えてくる,自分の論文のかたち
/ 青島矢一編著 ; 青島矢一 [ほか] 執筆. -- 白桃書房, 2021.3.
論文作成ガイド : 社会科学を学ぶ学生のために / 應和邦昭著. -- 東京農業大学出版
会, 2013.4.
法を学ぶ人のための文章作法 = Writing strategies for those studying law / 井田良,
佐渡島紗織, 山野目章夫著. -- 第2版. -- 有斐閣, 2019.12.
リーガル・リサーチ&リポート = Legal research & report / 田高寛貴, 原田昌和, 秋
山靖浩著. -- 第2版. -- 有斐閣, 2019.12.
法律論文の書き方と参考文献の引用方法 / 田島裕著. -- 信山社, 2012.12.
経済学・経営学のための英語論文の書き方 : アクセプトされるポイントと戦略 / 中
谷安男著. -- 中央経済社.
経営・商学系大学院生のための論文作成ガイドブック / 片岡信之 [ほか] 共編著. -改訂版. -- 文眞堂, 2010.10.
ビジネス文・論文・レポートの文章術 : 明確な文章の書き方基本ルール / 篠田義明
著. -- 南雲堂, 2019.4.
メディアの卒論 : テーマ・方法・実際 / 藤田真文編著. -- 第2版. -- ミネルヴァ書房,
2016.8.
福祉系学生のためのレポート&卒論の書き方 / 川村匡由著. -- 3訂. -- 中央法規出版,
2018.8.
英語教育論文執筆ガイドブック : ジャーナル掲載に向けたコツとヒント / 廣森友人
編著. -- 大修館書店, 2020.7.

巻号次

請求記号

配置場所

007.6//A64//6231

3F開架新体系

007.6//KI54//7555

3F開架新体系

021.2//MI85//7558

4F新書版

070//I23//3093

4F新書版

116//SH69//5245

3F開架新体系

140.7//H29//2199

3F開架新体系

140.7//H36//4485

3F開架新体系

140.7//I86//9600

3F開架新体系

140.7//SE98//2650

3F開架新体系

140.7//U82//7277

3F開架新体系

146.07//F84//2351

3F開架新体系

207//MU43//6884

3F開架新体系

210.4//A38//9329

3F開架新体系

307//A32//9654

4F開架新体系

307//A56//0639

4F開架新体系

307//O93//7885

4F開架新体系

320.7//I18//0012

4F開架新体系

320.7//TA16//0397

4F開架新体系

320.7//TA26//3015

4F開架新体系

330.7//N43//2740

4F開架新体系

335.07//KA83//9618

4F開架新体系

336.55//SH66//7169

4F開架新体系

361.453//F67//4143

4F開架新体系

369.07//KA95//0860

4F開架新体系

370.7//H71//3086

4F開架新体系

370.7//KI24//7917

4F開架新体系

377.13//R44//7379

4F開架新体系

377.15//KU98//4560

4F開架新体系

博士号につながる「教科教育実践学」論文の書き方 : 院生・修了生・教員が明かす
アクセプトの秘訣 / 菊地章編 ; 兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科共同研究
プロジェクト(W)研究グループ著. -- 九州大学出版会, 2020.12.
研究者への道 : 学術論文の執筆方法に関する一考察 / リムボン著. -- 晃洋書房,
2020.10.
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. -- 改訂版. -- 実教出版, 2015.1.

書名

巻号次

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.
図解でわかる!理工系のためのよい文章の書き方 : 論文・レポートを自力で書けるよ

配置場所

377.15//W46//8733

4F開架新体系

377.15//W46//9119

4F開架新体系

407//F72//7551

3F開架新体系

407//F74//2989//西田蔵書 3F開架新体系

うになる方法 / 福地健太郎, 園山隆輔著. -- 翔泳社, 2019.2.
知ってますか?理系研究の"常識" : 研究・論文・プレゼンの作法 / 掛谷英紀著. -- 森
北出版, 2020.7.
理系学生が一番最初に読むべき!英語科学論文の書き方 : IMRaDでわかる科学論文
の構造 / 片山晶子編集・執筆 ; 中嶋隆浩, 三品由紀子執筆. -- 中山書店, 2017.4.
理科系の作文技術 / 木下是雄著. -- [改版]. -- 中央公論新社, 2002.6. -- (中公新書 ;
624).
テンプレートでそのまま書ける科学英語論文 : ネイティブ編集者のアクセプトされ
る執筆術 / ポール・ラングマン, 今村友紀子著. -- 羊土社, 2022.4.
成功する科学論文 / Janice R. Matthews, Robert W. Matthews [著] ; 畠山雄二, 秋

ライティン

田カオリ訳 ; 構成・プレゼン編, ライティング・投稿編. -- 丸善, 2009.5-.

グ・投稿編

成功する科学論文 / Janice R. Matthews, Robert W. Matthews [著] ; 畠山雄二, 秋

構成・プレ

田カオリ訳 ; 構成・プレゼン編, ライティング・投稿編. -- 丸善, 2009.5-.

請求記号

ゼン編

数を表現する技術 : 伝わるレポート・論文・プレゼンテーション / Jane E. Miller著
; 長塚隆監訳. -- オーム社, 2006.6.
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.
LaTeX超入門 : ゼロからはじめる理系の文書作成術 / 水谷正大著. -- 講談社,
2020.7. -- (ブルーバックス ; B-2145).
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.
最短ルートで迷子にならない!理工系の英語論文執筆講座 / 西山聖久著. -- 化学同
人, 2019.10.
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.

407//KA24//3492

3F開架新体系

407//KA84//8803

3F開架新体系

407//KI46//0731

4F新書版

407//L26//0113

3F開架新体系

407//MA94//6534

3F開架新体系

407//MA94//9251

3F開架新体系

407//MI27//2197

3F開架新体系

407//MI45//9687

3F開架新体系

407//MI97//2775

4F新書版

407//N81//1875

3F開架新体系

407//N87//7361

3F開架新体系

407//N93//0709

3F開架新体系

407//N93//4092

3F開架新体系

407//SA25//4758

3F開架新体系

407//SA69//1722

4F新書版

407//SH81//1978

3F開架新体系

Judy先生の英語科学論文の書き方 : an efficient approach to writing up your
research / 野口ジュディー, 松浦克美, 春田伸著 ; 講談社サイエンティフィク編. -増補改訂版. -- 講談社, 2015.6.
添削形式で学ぶ科学英語論文 : 執筆の鉄則51 / 斎藤恭一著. -- 講談社, 2019.4.
理系の文章術 : 今日から役立つ科学ライティング入門 / 更科功著. -- 講談社,
2020.5. -- (ブルーバックス ; B-2138).
理工系の技術文書作成ガイド / 白井宏著. -- コロナ社, 2019.1.
ネイティブが教える日本人研究者のための論文の書き方・アクセプト術 / エイドリ

407//W36//0622//西田蔵書 3F開架新体系

アン・ウォールワーク著 ; 前平謙二, 笠川梢訳. -- 講談社, 2019.12.
英語科学論文をどう書くか : 新しいスタンダード / 保田幸子著. -- ひつじ書房,

407//Y62//3419//西田蔵書 3F開架新体系

2021.11.
〈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

407//Y91//1265

3F開架新体系

基礎編

410//Y97//5137

3F文庫版

推敲編

410//Y97//7189

3F文庫版

430.7//C83//4542

3F開架新体系

450.7//I99//2475

3F開架新体系

460.7//SA99//4943

3F開架新体系

著. -- 技術評論社, 2016.5. -- (わかる基礎入門シリーズ).
数学文章作法 / 結城浩著 ; 基礎編, 推敲編. -- 筑摩書房, 2013.4-. -- (ちくま学芸文
庫 ; [ユ-4-1], [ユ-4-2]).
数学文章作法 / 結城浩著 ; 基礎編, 推敲編. -- 筑摩書房, 2013.4-. -- (ちくま学芸文
庫 ; [ユ-4-1], [ユ-4-2]).
ACSスタイルガイド : アメリカ化学会論文作成の手引き / Anne M. Coghill, Lorrin
R. Garson編 ; 中山裕木子訳. -- 講談社, 2019.3.
卒論・修論のための自然地理学フィールド調査 / 泉岳樹, 松山洋著. -- 古今書院,
2017.10.
Prof.佐谷 (さや) のバイオ論文はこう書く / 佐谷秀行著. -- 学研メディカル秀潤社.

書名

巻号次

生命倫理のレポート・論文を書く / 松原洋子, 伊吹友秀編. -- 東京大学出版会,
2018.4.
ネイティブが教える英語論文・グラント獲得・アウトリーチ成功の戦略と文章術 /
Yellowlees Douglas, Maria B. Grant著 ; 布施雄士翻訳. -- 羊土社, 2020.7.
コピペしないレポートから始まる研究倫理 : その一線、越えたらアウトです! / 上岡
洋晴著. -- ライフサイエンス出版, 2016.12. -- (ライフサイエンス選書).

請求記号

配置場所

461.15//MA73//6539

3F開架新体系

490.7//D89//2920

3F開架新体系

490.7//KA38//7284

3F開架新体系

490.7//KA95//0090

3F開架新体系

490.7//SA85//2980

3F開架新体系

507.7//B37//1010

3F開架新体系

ライフサイエンストップジャーナル300編の型で書く英語論文 : 言語学的Move分析
が明かしたすぐに使える定型表現とストーリー展開のつくり方 / 河本健, 石井達也
著. -- 羊土社, 2022.3.
なぜあなたは論文が書けないのか? : 理由がわかれば見えてくる, 論文を書ききるた
めの処方箋 / 佐藤雅昭著. -- メディカルレビュー社, 2016.7.
工学系卒論の書き方 : まちがいだらけの文書から卒業しよう : 基本はここだ! / 別府
俊幸, 渡辺賢治共著. -- コロナ社, 2020.3.
成果を生み出すテクニカルライティング : トップエンジニア・研究者が実践する思

507.7//F67//3131//西田蔵書 3F開架新体系

考整理法 / 藤田肇著. -- 技術評論社, 2019.3.
これなら通じる技術英語ライティングの基本 / 平野信輔著. -- 日本能率協会マネジ

507.7//H66//8447

3F開架新体系

507.7//I99//1698

3F開架新体系

507.7//KA83//1514

3F開架新体系

507.7//KA83//9856

3F開架新体系

507.7//N45//4651

3F開架新体系

707.9//B23//1716

3F開架新体系

726.101//Y19//8719

3F開架新体系

760.7//W76//2757

3F開架新体系

810.7//I73//3010

3F開架新体系

816//A12//3522

3F開架新体系

816//A26//3638

4F新書版

816//D81//6560

3F開架新体系

[正編]

816//H47//7557

3F開架新体系

演習編

816//H47//7558

3F開架新体系

816//H66//8705

3F開架新体系

816//I41//8930

3F開架新体系

816//I41//8976

4F新書版

816//I73//8394

3F開架新体系

816//I96//0288

3F開架新体系

メントセンター, 2017.2.
工学系のための伝わるライティング入門 : 実験レポートから英語論文まで / 伊津野
和行, 荒木努, 四井早紀著. -- 森北出版, 2021.8.
読み手の心を捉える! / 片岡英樹著. -- 日刊工業新聞社, 2016.3. -- (英文テクニカル
ライティング).
読み手の心を動かすレトリック入門 / 片岡英樹著. -- 日刊工業新聞社, 2018.8. -(英文テクニカルライティング).
技術英語の基本を学ぶ例文300 : エンジニア・研究者・技術翻訳者のための / 中山
裕木子著. -- 研究社, 2020.10.
美術を書く : 美術について語るための文章読本 / シルヴァン・バーネット著 ; 村山
閑訳. -- 東京美術, 2014.4.
マンガ・アニメで論文・レポートを書く : 「好き」を学問にする方法 / 山田奨治編
著. -- ミネルヴァ書房, 2017.4.
音楽の文章術 : 論文・レポートの執筆から文献表記法まで / リチャード J. ウィン
ジェル著 ; 宮澤淳一, 小倉眞理訳. -- 改訂新版. -- 春秋社, 2014.6.
どうすれば論文・レポートが書けるようになるか : 学習者から学ぶピア・レスポン
ス授業の科学 / 石黒圭, 烏日哲編著 ; 井伊菜穂子 [ほか] 著. -- ココ出版, 2020.2.
文章力の基本 : 簡単だけど、だれも教えてくれない77のテクニック / 阿部紘久著. - 日本実業出版社, 2009.8.
理系のための文章教室 : もう「読みにくい」とは言わせない! / 藍月要著. -- 星海社.
-- (星海社新書 ; 161).
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.
大学生のための文章表現入門 : 正しく構成し、明快に伝える手順と技術 / 速水博司
著 ; [正編], 演習編. -- 蒼丘書林, 2002.12-.
大学生のための文章表現入門 : 正しく構成し、明快に伝える手順と技術 / 速水博司
著 ; [正編], 演習編. -- 蒼丘書林, 2002.12-.
究極の文章術 : 文章読本の名著90冊から抽出した / ひらのこぼ著. -- 草思社,
2015.1.
伝わるシンプル文章術 / 飯間浩明 [著]. -- ディスカヴァー・トゥエンティワン,
2018.3.
伝わる文章の書き方教室 : 書き換えトレーニング10講 / 飯間浩明著. -- 筑摩書房,
2011.1. -- (ちくまプリマー新書 ; 151).
「接続詞」の技術 : 書きたいことがすらすら書ける! / 石黒圭著. -- 実務教育出版,
2016.8.
毎日新聞・校閲グループのミスがなくなるすごい文章術 / 岩佐義樹著. -- ポプラ社,
2017.3.

書名
心理学者が教える読ませる技術聞かせる技術 : 心を動かす、わかりやすい表現のコ

巻号次

請求記号

配置場所

816//KA21//8791

4F新書版

816//KA53//7242

3F開架新体系

816//KO24//9271

4F新書版

816//KO26//9272

3F開架新体系

816//KU55//9918

4F新書版

816//MA26//9488

2F就職応援

816//MA73//1777

3F開架新体系

816//N17//3887

3F開架新体系

816//N52//0517

4F新書版

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].

816//O22//3178

3F開架新体系

伝わる!文章力が身につく本 / 小笠原信之著. -- 高橋書店, [2011.3].

816//O22//7087

2F学生選書

816//O51//7011

3F開架新体系

816//SA58//5428

3F開架新体系

816//SA85//8908

3F開架新体系

816//TA33//3286

3F開架新体系

816//TS85//3422

3F文庫版

816//Y31//7661

3F開架新体系

816.5//F67//7403

3F開架新体系

816.5//F92//1107

4F新書版

816.5//I37//1921

3F開架新体系

816.5//I44//9872

3F開架新体系

816.5//I56//3078

3F開架新体系

816.5//I73//5577

3F開架新体系

816.5//KA97//1967

3F開架新体系

816.5//KE26//5744

3F開架新体系

816.5//KO73//8808

3F開架新体系

816.5//KO75//7436

4F新書版

816.5//KO76//9348

3F開架新体系

816.5//MO16//5956

2F学生選書

ツ / 海保博之著. -- 講談社, 2018.7. -- (ブルーバックス ; B-2064).
国語教師が教える大学生の長作文練習 : 楽しく身につく豊かな文章表現 : 書評・評
論・随筆・小説・レポート / 金子泰子著. -- 溪水社, 2020.10.
20歳の自分に受けさせたい文章講義 / 古賀史健著. -- 星海社. -- (星海社新書 ; 9).
伝わる文章を書く技術 : 「型」にはめれば、必ず書ける! / 向後千春著. -- 技術評論
社, 2019.5.
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).
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, 2017.4.
迷わず書ける記者式文章術 : プロが実践する4つのパターン / 松林薫著. -- 慶應義塾
大学出版会, 2018.2.
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.
理系のための論理が伝わる文章術 : 実例で学ぶ読解・作成の手順 / 成清弘和著. -講談社, 2016.4. -- (ブルーバックス ; B-1965).

文章が変わる接続語の使い方 : 文の論理は接続語で決まる / 沖森卓也著. -- ベレ出
版, 2016.12.
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.
わかる!伝わる!文章力 : 実践力養成 : 小論文・レポート虎の巻 / 佐藤佳弘著. -- 武蔵
野大学出版会, 2019.7.
伝わる文章の基本 : 初心者からプロまで一生使える / 高橋廣敏著. -- 総合法令出版,
2020.5.
文章心得帖 / 鶴見俊輔著. -- 筑摩書房, 2013.11. -- (ちくま学芸文庫).
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).
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, 2009.4.
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).
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.
文章が苦手でも「受かる小論文」の書き方を教えてください。 / 今道琢也著. -- 朝
日新聞出版, 2021.5.
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3版. -- 慶應義塾大学出版会, 2019.2.
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.
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, 2020.4.
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).
失敗から学ぶ大学生のレポート作成法 / 近藤裕子, 由井恭子, 春日美穂著. -- ひつじ
書房, 2019.4.
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).
レポート・論文の書き方入門 / 河野哲也著. -- 第4版. -- 慶應義塾大学出版会,
2018.7.
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.

書名

巻号次

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

請求記号

配置場所

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//N88//0393//西田蔵書

3F開架新体系

816.5//N92//4580

3F開架新体系

816.5//N99//5225

4F新書版

816.5//O14//3131

3F開架新体系

816.5//O22//0489

4F新書版

816.5//O24//0809

4F新書版

816.5//O62//4733//西田蔵書

3F開架新体系

816.5//O77//4593

3F開架新体系

816.5//SA13//3083

3F開架新体系

816.5//SA13//8149

3F開架新体系

816.5//SA13//9799

3F開架新体系

816.5//SA29//0409

3F開架新体系

816.5//SA29//2444

3F開架新体系

816.5//TA73//9251

3F開架新体系

816.5//TA74//8947

3F開架新体系

816.5//TH9//9557

3F開架新体系

816.5//TO17//4059

3F開架新体系

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.

816.5//TS99//0831

3F開架新体系

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.

816.5//W46//4946

3F開架新体系

「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.

816.5//W46//5354

3F開架新体系

816.5//Y24//0287

3F開架新体系

816.5//Y46//3239

4F新書版

817.5//O31//6423

3F開架新体系

836.5//C36//4298

3F開架新体系

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.
はじめてでも、ふたたびでも、これならできる!レポート・論文のまとめ方 / 新田
誠吾著. -- すばる舎, 2019.10.
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).
大学生のためのレポート・論文術 / 小笠原喜康著. -- 最新版. -- 講談社, 2018.10. -(講談社現代新書 ; 2498).
レポート・論文の教科書 : 5日で学べて一生使える! / 小川仁志著. -- 筑摩書房,
2018.11. -- (ちくまプリマー新書 ; 311).
学術論文の作法 : 論文の構成・文章の書き方・研究倫理 / 近江幸治著. -- 第3版. -成文堂, 2022.1.
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「引用」ガイド / 佐渡島紗織 [ほか] 著. -- 大修館
書店, 2020.6.
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.
これから研究を書くひとのためのガイドブック : ライティングの挑戦15週間 / 佐渡
島紗織, 吉野亜矢子著. -- 第2版. -- ひつじ書房, 2021.2.
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.
これから論文を書く若者のために / 酒井聡樹著. -- 究極の大改訂版. -- 共立出版,
2015.4.
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).
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, 2021.4.
論文を書く・投稿する / ブルース・A.ティアー著 ; 舟木紳介, 木村真希子, 塩原良和
訳. -- 新曜社, 2021.5. -- (ソーシャルワーク研究のためのポケットガイド).
論文の教室 : レポートから卒論まで / 戸田山和久著. -- 最新版. -- NHK出版,
2022.1. -- (NHKブックス ; 1272).

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.
ぎりぎり合格への論文マニュアル / 山内志朗著. -- 新版. -- 平凡社, 2021.11. -- (平
凡社新書 ; 991).
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
應義塾大学出版会, 2015.10. -- (アカデミック・スキルズ).
迷走しない!英語論文の書き方 : 秘密は「構造」作りにあり / ヴァランヤ・チョー
ベー著 ; 布施雄士訳. -- 講談社, 2022.1.
最新英語論文によく使う表現 / 﨑村耕二著 ; 基本編, 発展編. -- 創元社, 2017.7-.

基本編

836.5//SA42//6951

3F開架新体系

最新英語論文によく使う表現 / 﨑村耕二著 ; 基本編, 発展編. -- 創元社, 2017.7-.

発展編

836.5//SA42//9666

5F英語学習

836.5//SI4//6306

3F開架新体系

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.

書名

巻号次

請求記号

配置場所

日本文学の論じ方 : 体系的研究法 / 鈴木貞美著. -- 世界思想社, 2014.9.

910.7//SU96//5020//西田蔵書

3F開架新体系

英米小説でレポート・卒論ライティング術 / 小野俊太郎著. -- 松柏社, 2013.6.

930.7//O67//8906

3F開架新体系

請求記号

配置場所

002.7//MA81//2874

3F開架新体系

002.7//O76//8929

3F開架新体系

002.7//TS94//7398

3F開架新体系

007.6//KI24//1390

3F開架新体系

007.6//U79//0024//西田蔵書

3F開架新体系

007.63//N83//6984

3F開架新体系

007.63//TA84//0995

3F開架新体系

307//TA88//6761

4F開架新体系

336.49//A22//0338

5F英語学習

336.49//C22//3268

4F開架新体系

336.49//I18//8840

4F新書版

336.49//KI56//0876

4F開架新体系

336.49//KU55//6364

4F新書版

336.49//MA26//3710

4F開架新体系

336.49//MI58//3980

4F開架新体系

336.49//R29//6974

4F開架新体系

336.49//R51//3795

4F開架新体系

336.49//SA85//1645

4F開架新体系

336.49//SA93//3448//西田蔵書

4F開架新体系

336.49//TS54//9198

4F開架新体系

336.49//W33//2804

4F開架新体系

336.49//W74//7096

2F学生選書

336.55//KN1//6983

4F開架新体系

336.55//MO63//5242

4F開架新体系

336.55//W46//4468

4F開架新体系

361.4//SH54//4279

4F開架新体系

プレゼン・伝え方・グループ学習
書名
グラフをつくる前に読む本 : 一瞬で伝わる表現はどのように生まれたのか / 松本健
太郎著. -- 技術評論社, 2017.9.
伝え方教室 : 調べる・発表する / 大重史朗著. -- 旬報社, 2015.12.
プレゼンテーションガイドブック : 研究者のためのプレゼンテーションファイルの
作り方 / 堤裕昭著. -- オーエムエス出版.
情報活用の「眼」 : データ収集・分析,そしてプレゼンテーション / 菊池登志子, 根
市一志, 半田正樹著. -- 共立出版, 2015.2.

巻号次

グループワークによる情報リテラシ : 情報の収集・分析から, 論理的思考, 課題解決,
情報の表現まで / 魚田勝臣編著 ; 渥美幸雄 [ほか] 著. -- 第2版. -- 共立出版,
2019.10.
東大式伝わるパワーポイントスライドの作り方 / 西川元一著. -- 秀和システム,
2016.12.
Power Pointによる理系学生・研究者のためのビジュアルデザイン入門 / 田中佐代
子著. -- 講談社, 2013.7.
研究者が知っておきたいアカデミックな世界の作法 : 国際レベルの論文執筆と学会
発表へのチャレンジ / 谷本寛治著. -- 中央経済社, 2021.1.
英語でプレゼン・スピーチ15の法則 : 一流ビジネスパーソンが無意識にやっている
: 25のスライドタイプで鍛える! / 愛場吉子著. -- 三修社, 2017.4.
ビジネスは30秒で話せ! : 短く、魅力的に伝えるプレゼンの技術 / Kevin Carroll,
Bob Elliott著 ; 高松綾子訳. -- すばる舎, 2015.1.
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).
一生使えるプレゼン上手の資料作成入門 : 説得力が劇的アップ / 岸啓介著. -- イン
プレス, 2017.3.
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).
プレゼン資料のデザイン図鑑 / 前田鎌利著. -- ダイヤモンド社, 2019.3.
ゼロからのプレゼンテーション : 「ものまね」から達人までの全ステップ / 三谷宏
治著. -- プレジデント社, 2017.9.
世界最高のプレゼン教室 / ガー・レイノルズ著. -- 日経BP社.
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.
わかる!伝わる!プレゼン力 : プレゼンテーション虎の巻 / 佐藤佳弘著. -- パワー
アップ版. -- 武蔵野大学出版会, 2018.9.
マイクロソフト伝説マネジャーの世界No.1プレゼン術 / 沢円著. -- ダイヤモンド社,
2017.8.
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.
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.
シンプルでよく効く資料作成の原則 : コンテンツとデザインからプレゼンを変える
/ Robin Williams著 ; 小山香織訳. -- マイナビ, 2015.9.
Google流資料作成術 / コール・ヌッスバウマー・ナフリック著 ; 村井瑞枝訳. -- 日
本実業出版社, 2017.2.
一生使える見やすい資料のデザイン入門 : プレゼン資料が劇的改善 / 森重湧太著. - インプレス, 2016.1.
世界一やさしいプレゼン・資料作成の教科書1年生 / 渡辺克之著. -- ソーテック社,
2020.12.
プレゼン基本の基本 : 心理学者が提案するプレゼンリテラシー / 下野孝一, 吉田竜
彦共著. -- コロナ社, 2021.2.

書名
コミュニケーション力を高めるプレゼン・発表術 / 上坂博亨, 大谷孝行, 里見安那
著. -- 岩波書店, 2021.3. -- (岩波ジュニア新書 ; 932).
「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.
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).

巻号次

請求記号

配置場所

361.4//U47//8188

4F新書版

361.4//Y34//4577

3F卒業生著作

377.15//A62//5333

4F開架新体系

377.15//O31//3330

4F開架新体系

407//H45//1448

5F英語学習

407//H88//6426

3F開架新体系

407//KA68//2637

3F開架新体系

407//SH39//3985

5F英語学習

407//Y62//0340

3F開架新体系

430.7//TE61//2727

3F開架新体系

490.7//W46//3992

3F開架新体系

507.7//I33//6489

3F開架新体系

507.7//KA93//2273

3F開架新体系

507.7//N71//8314

3F開架新体系

507.7//N95//9428

3F開架新体系

809.2//F66//0723

4F新書版

809.2//O24//4218

4F新書版

809.6//KU55//3214

4F新書版

809.6//Y92//4678

4F新書版

816.5//MA81//1977

3F開架新体系

816//N92//4607

3F開架新体系

プレゼンテーション入門 : 学生のためのプレゼン上達術 / 大出敦編著 ; 慶應義塾大
学教養研究センター監修 ; 直江健介著. -- 慶應義塾大学出版会, 2020.8. -- (アカデ
ミック・スキルズ).
はじめてでもできてしまう科学英語プレゼン : 5Sを学んで、いざ発表本番へ /
Philip Hawke, 太田敏郎著. -- 羊土社, 2018.12.
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.
オラフ教授式 : 理工系のたのしい英語プレゼン術77 / カートハウス・オラフ, 上野
早苗著 ; 榊ショウタ漫画・イラスト. -- 講談社, 2020.5.
研究発表ですぐに使える理系の英語プレゼンテーション / 島村東世子著. -- 日刊工
業新聞社, 2017.10.
理工系のための超頑張らないプレゼン入門 / 安田陽著. -- オーム社, 2018.8.
化学系学生のためのExcel 2016/VBA入門 : PowerPoint増補版 / 寺坂宏一著. -- コ
ロナ社, 2017.10.
とことんシンプルに作り込むスライドテクニック / 渡部欣忍著. -- 南江堂, 2017.10.
-- (あなたのプレゼン誰も聞いてませんよ! / 渡部欣忍著 ; 続).
研究者・技術者のための文書作成・プレゼンメソッド / 池川隆司著. -- 日本評論社,
2018.3.
技術系英語プレゼンテーション教本 : スピーチ・スライド・発表スキル / 川合ゆみ
子著. -- 日本工業英語協会.
科学英語の書き方とプレゼンテーション / 日本機械学会編 ; 石田幸男編著 ; 村田泰
美 [ほか] 著. -- 増補. -- コロナ社, 2018.5.
技術レポート作成と発表の基礎技法 / 野中謙一郎 [ほか] 共著. -- 改訂版. -- コロナ
社, 2018.4.
「分かりやすい説明」の技術 : 最強のプレゼンテーション15のルール / 藤沢晃治
著. -- 講談社, 2002.10. -- (ブルーバックス ; B-1387).
5日で学べて一生使える!プレゼンの教科書 / 小川仁志著. -- 筑摩書房, 2019.4. -(ちくまプリマー新書 ; 325).
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).
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.
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.

電子ブック
書影

書名

URL

書影

書名

URL

社会科学系のための「優秀
論文」作成術 : プロの学術論

実地調査入門

文から卒論まで

: 社会調査の第一歩

川崎剛著

西山敏樹, 常盤拓司, 鈴木亮子著

勁草書房, 2010.4

慶應義塾大学出版会, 2015.9.

4F開架新体系

307//KA97//0202

4F開架新体系

361.9//N87//5983

図解でわかる!理工系のため
大学生の学習テクニック

のよい文章の書き方

第3版

: 論文・レポートを自力で書

森靖雄著

けるようになる方法

大月書店, 2014.12

福地健太郎, 園山隆輔著
翔泳社, 2019.2.

4F開架新体系

377.15//MO45//8131

3F開架新体系

407//F74//2989//西田蔵書

はじめての研究生活マニュ

実験ノートの書き方 ：誰も

アル : 解消します!理系大学

教えてくれなかった : 研究を

生の疑問と不安

成功させるための秘訣

西澤幹雄著

野島高彦著

化学同人, 2015.4.

化学同人, 2017.7

3F開架新体系 407//N87//2759

3F開架新体系

407//N93//0709

大学一年生の文章作法 （岩

思考を鍛えるレポート・論

波テキストブックス α）

文作成法 第3版

山本幸司著

井下千以子著

岩波書店, 2014.12

慶應義塾大学出版会, 2019.2.

3F開架新体系 816//Y31//7661

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.
3F開架新体系

3F開架新体系

816.5//I56//3078

これからレポート・卒論を
書く若者のために 第2版
酒井聡樹著
共立出版, 2017.7

3F開架新体系

816.5//KE26//5744

816.5//SA29//0409

コピペと言われないレポー
大学1年生のための伝わるレ

トの書き方教室 : 3つのス

ポートの書き方

テップ : コピペから正しい引

都筑学著

用へ

有斐閣, 2016.4.

山口裕之著
新曜社, 2013.7.

3F開架新体系

816.5//TS99//0831

3F開架新体系

816.5//Y24//0287

