展示期間：令和元年5月10日-6月13日

「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、文献の見つけ方、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。
また、初学者におすすめの入門書のシリーズや新書の紹介もしています。

●学び方・考え方
書名等
配架場所
学びを結果に変えるアウトプット大全 / 樺沢紫苑著. -- サンクチュ
3F開架新体系
アリ出版, 2018.8. -- (Sanctuary books).
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
3F開架新体系
版会, 2016.9.
人生を豊かにする学び方 / 汐見稔幸著. -- 筑摩書房, 2017.10. -- (ち
4F新書版
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

請求記号

編集部編. -- 筑摩書房, 2018.8. -- (ちくまプリマー新書 ; 305 . 続・ 4F新書版

002//U14//9331

中学生からの大学講義 ; 1).
リベラルアーツの学び : 理系的思考のすすめ / 芳沢光雄著. -- 岩波
書店, 2018.4. -- (岩波ジュニア新書 ; 871).
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).
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).
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).
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.
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).
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]).

1ページ

002.7//KA11//0056
002.7//N87//4265
002//SH74//2808

4F新書版

002//Y94//6812

4F新書版

019.12//KA31//6126

4F新書版

141.33//I43//0012

3F開架新体系

207//D16//8530

4F新書版

289//H71//8792

4F開架新体系

320.7//Y78//8699

4F新書版

371.4//A47//9804

4F開架新体系

377.15//A43//6703

書名等
配架場所
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
4F開架新体系
著 ; 藤井良江訳. -- 日本実業出版社, 2014.7.
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
4F開架新体系
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
4F開架新体系
アデザインまで / 井下千以子著. -- 慶應義塾大学出版会, 2017.4.
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

請求記号

藤奈賀子, 中島祥子編. -- 新版. -- 有斐閣, 2019.3. -- (有斐閣ブック 4F開架新体系

377.15//I89//3756

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

377.15//B14//3500
377.15//D16//5854
377.15//I56//8762

4F開架新体系

377.15//KA59//1910

2F学生選書

377.15//KO26//5318

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

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//TA84//2326

大学生のための「学ぶ」技術 / 常見陽平著. -- 主婦の友社, 2012.4. 4F開架新体系

377.15//TS77//5613

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.
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.
よくわかる学びの技法 / 田中共子編. -- 第3版. -- ミネルヴァ書房,
2019.1. -- (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ).

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.
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.

2ページ

4F開架新体系

377.28//SA85//9327

4F新書版

402.8//I89//5412

4F新書版

404//TA67//9528

3F開架新体系

407//N87//2759

書名等
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

配架場所

請求記号

と思考の学び方 / Daniel J.Velleman著 : 神林靖訳. -- 翔泳社,

3F開架新体系

410//V56//5716

3F開架新体系

491.371//MU85//6037

4F新書版

498.39//TS65//2503

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).
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).

●調べ方・情報活用
書名等
配架場所
調べるチカラ : 「情報洪水」を泳ぎ切る技術 / 野崎篤志著. -- 日本
3F開架新体系
経済新聞出版社, 2018.1.
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
3F開架新体系
智子編著 ; 小河邦雄 [ほか] 著. -- 樹村房, 2018.8.
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 ;

請求記号

2007年版 - 2016年版. -- 日本図書館協会, 2007.5-. -- (JLA図書館実 3F開架新体系

007.58//I89//2058

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.
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

践テクニック / 竹添直樹 [ほか] 著. -- 翔泳社, 2017.9.
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).
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.
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. -- 第8版. -- 毛利和弘.
3ページ

007.58//H32//9676

3F開架新体系

007.58//N34//2672

3F開架新体系

007.58//O26//7867

3F開架新体系

007.58//SE44//4744

4F新書版

007.58//TA23//0668

and retrieval / 高鍬裕樹著. -- 増訂第5版. -- 京都図書館情報学研究 3F開架新体系
会. -- (KSPシリーズ ; 18).
クローリングハック : あらゆるWebサイトをクロールするための実

002.7//N98//5656

007.58//TA39//4506

2F学生選書

007.58//TA69//3850

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

013.8//O36//1067

3F開架新体系

015//O37//3193

3F開架新体系

015//O56//0929

3F開架新体系

015//TO72//7147

3F開架新体系

015.2//MO45//3705

書名等
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).
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).
理系のための英語文献の探し方・読み方 : インターネット時代の検
索・読解ガイド / 小坂貴志著. -- 講談社, 2000.6. -- (ブルーバック
ス ; B-1292).
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).

配架場所

請求記号

4F新書版

015.2//TA55//3296

4F新書版

021.2//MI85//7558

4F新書版

070//I23//3093

4F新書版

407//KO82//1708

3F開架新体系

810.7//KO98//2236

●レポート、論文の書き方・文章術
書名等
配架場所
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

請求記号

岡真紀子, 保坂睦著. -- 慶應義塾大学出版会, 2014.1. -- (アカデミッ 3F開架新体系

007.58//I14//6554

ク・スキルズ).
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).
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.
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).
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).
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.
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.
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).
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.
4ページ

4F新書版

370.4//Y94//3768

4F開架新体系

377.15//KU98//1632

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//KI46//0731

4F新書版

407//KO75//5952

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//N81//1875

3F開架新体系

407//N93//0709

3F開架新体系

407//Y91//1265

3F開架新体系

816//D81//6560

書名等
配架場所
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. 3F開架新体系
- 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
3F開架新体系
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
4F新書版
著. -- 筑摩書房, 2011.1. -- (ちくまプリマー新書 ; 151).
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
3F開架新体系
著. -- ポプラ社, 2017.3.
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

請求記号
816//H66//8705
816//I41//8930
816//I41//8976
816//I96//0288

4F新書版

816//KA21//8791

4F新書版

816//KO24//9271

グ」入門 / 倉島保美著. -- 講談社, 2012.11. -- (ブルーバックス ; B- 4F新書版

816//KU55//9918

やすい表現のコツ / 海保博之著. -- 講談社, 2018.7. -- (ブルーバッ
クス ; B-2064).
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).
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
1793).
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.
伝わる書き方 / 三谷宏治 [著]. -- PHPエディターズ・グループ.
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.
日本語の作法 : しなやかな文章術 / 中村明著. -- 青土社, 2018.10.
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].

3F開架新体系

816//MA73//1777

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//N37//0090

3F開架新体系

816//O22//3178

伝わる!文章力が身につく本 / 小笠原信之著. -- 高橋書店, [2011.3]. 2F学生選書
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.
文章心得帖 / 鶴見俊輔著. -- 筑摩書房, 2013.11. -- (ちくま学芸文
庫).
おとなの小論文教室。 / 山田ズーニー著. -- 河出書房新社, 2009.2.
-- (河出文庫).
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).
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.
5ページ

816//O22//7087

3F開架新体系

816//O51//7011

3F開架新体系

816//SA58//5428

3F文庫版

816//TS85//3422

3F文庫版

816//Y19//5062

3F開架新体系

816.5//F67//7403

4F新書版

816.5//F92//1107

3F開架新体系

816.5//H27//5100

3F開架新体系

816.5//I37//1921

書名等
配架場所
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.
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

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//I75//5742

キャンパス学習相談員著. -- 慶應義塾大学出版会, 2014.10. -- (アカ 3F開架新体系
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. --

請求記号

816.5//KE26//5744

4F新書版

816.5//KO75//7436

3F開架新体系

816.5//KO76//9348

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 3F開架新体系

816.5//MU55//4493

(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.
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
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. -

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

き方 / ノートルダム清心女子大学人間生活学科編. -- 大学教育出版, 3F開架新体系

816.5//N97//1324

- 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).
大学生のための研究ハンドブック : よくわかるレポート・論文の書
2011.4.
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).
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).
小論文書き方と考え方 / 大堀精一著. -- 講談社, 2018.5. -- (講談社
選書メチエ ; 676).
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.
論文ゼミナール / 佐々木健一著. -- 東京大学出版会, 2014.8.
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4F新書版

816.5//N99//5225

3F開架新体系

816.5//O14//3131

4F新書版

816.5//O24//0809

3F開架新体系

816.5//O29//7129

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//2444

3F開架新体系

816.5//SA75//3823

書名等
配架場所
論文の書きかた / 佐藤健二著. -- 弘文堂, 2014.12. -- (現代社会学ラ
3F開架新体系
イブラリー = Library of contemporary sociology ; 18).
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.
「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.
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.
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.

請求記号
816.5//SA85//7294

3F開架新体系

816.5//TA73//9251

3F開架新体系

816.5//TO17//7552

3F開架新体系

816.5//W46//4946

3F開架新体系

816.5//W46//5354

3F開架新体系

816.5//Y24//0287

3F開架新体系

836.5//SI4//6306

●プレゼン・伝え方・グループ学習
書名等
配架場所
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
3F開架新体系
たのか / 松本健太郎著. -- 技術評論社, 2017.9.

請求記号

伝え方教室 : 調べる・発表する / 大重史朗著. -- 旬報社, 2015.12.

3F開架新体系

002.7//O76//8929

3F開架新体系

007.63//TA84//0995

3F開架新体系

007.63//N83//6984

4F開架新体系

336.49//KI56//0876

4F開架新体系

336.49//MA26//3710

4F開架新体系

336.49//R29//6974

4F開架新体系

336.49//SA85//1645

4F開架新体系

336.49//SA93//3448

4F開架新体系

336.55//KN1//6983

4F開架新体系

336.55//MO63//5242

3F卒業生著作

361.4//Y34//4577

4F開架新体系

377.15//A62//5333

002.7//MA81//2874

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.
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.

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.
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.
世界最高のプレゼン教室 / ガー・レイノルズ著. -- 日経BP社.
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.
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.
「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).
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書名等
配架場所
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&

請求記号

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 3F開架新体系

407//H88//6426

彦著. -- 羊土社, 2013.4.
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.
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. -- (あなたのプレゼン誰も聞いてませんよ! / 渡部欣忍著 ;

3F開架新体系

407//Y62//9353

3F開架新体系

490.7//W46//1222

3F開架新体系

490.7//W46//3992

3F開架新体系

525.1//MO73//5835

3F開架新体系

809.4//L96//5624

3F開架新体系

809.6//N29//0173

3F開架新体系

816//N92//4607

3F開架新体系

816.5//MA81//1977

[正] ∥ 1).
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).
建築プレゼン15の流儀 : 人を動かす見せ方、伝え方 / 守山久子著 ;
日経アーキテクチュア編. -- 日経BP社.
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.
大学生のためのディベート入門 : 論理的思考を鍛えよう / 内藤真理
子, 西村由美編著. -- ナカニシヤ出版, 2018.9.
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.

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）
◆知りたいサイエンス（技術評論社）
◆新書
・岩波新書

・岩波ジュニア新書

・講談社現代新書

・中公新書

・ちくま新書
・新潮新書
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・ちくまプリマ―新書

・ブルーバックス

