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請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

002//O28 知る・学ぶ 大橋 完太郎 世界思想社 2013.8

002//W42 「知」の勉強術 : 大学時代に何を学ぶか 鷲田 小彌太 KKベストセラーズ 2000.12

377.04//To46 大学で学ぶということ : 21世紀を生きる君たちへ 東京大学.教養学部進学情報センター運営委員会 学会センター関西 2000

377.15//A62 グループ学習入門 : 学びあう場づくりの技法 新井 和広 慶應義塾大学出版会 2013.4

377.15//A82 勉強のやり方がわかる。(AERA MOOK;98) ――― 朝日新聞社 2004.4

377.15//G16 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 くろしお出版 2011.4

377.15//Ma84 大学生のための知的勉強術 松野 弘 講談社 2010.4

377.15//Mi93 大学生の学び・入門 : 大学での勉強は役に立つ! 溝上 慎一 有斐閣 2006.3

377.15//Mo45 大学生の学習テクニック 森 靖雄 大月書店 1995.2

377.15//O96 大学生のための基礎力養成ブック 小棹 理子 丸善出版 2012.2

377.15//Sa85 アカデミック・スキルズ : 大学生のための知的技法入門 佐藤 望 慶應義塾大学出版会 2006.1

377.15//Ts77 大学生のための「学ぶ」技術 常見 陽平 主婦の友社 2012.4

377.15//Y22 なせば成る! : スタートアップセミナー 学習マニュアル 山形大学基盤教育院 山形大学出版会 2010.1

377.9//Sa85 新編大学学びのことはじめ : 初年次セミナーワークブック 佐藤 智明 ナカニシヤ出版 2011.1

816.5//I73 論文・レポートの基本 : この1冊できちんと書ける! 石黒 圭 日本実業出版社 2012.3

816.5//I75 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 ナツメ社 2011.5

816.5//U26 論文作成のためのパソコン入門 宇多 賢治郎 学文社 2012.3

816.5//Y24 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 新曜社 2013.7

816//Ta82 一歩先を行く文章力 : ONESTEP : 正しく伝わる!賢く見える! 田村 仁 明日香出版社 2012.5

007.6//Ta33 文系学生のためのコンピュータ・リテラシィ読本 : 学生生活と就職に活かすために 高橋 慈子 ローカス 1999.4

140//Sh69 大学生活をゆたかにする心理学 : 心の科学への招待 心理科学研究会 福村出版 2013.7

331//N34 ビビッとわかる!キャンパス・ライフの経済学 中北 徹 経済法令研究会 2005.11

377.04//Ka86 大学で何を学ぶか : 自分を発見するキャンパス・ライフ 加藤 諦三 光文社 1979.5

377.15//U26 大学生活を楽しむ護心術 : 初年次教育ガイドブック 宇田 光 ナカニシヤ出版 2012.8

377.6//I13//2002 留学してみたい!大学生のための1年間留学 ICC国際交流委員会 三修社 2002

377.6//N87 世界に飛びだそう!目指せ!グローバル人材 : 成功するアメリカ大学留学 西澤 めぐみ ダイヤモンド・ビッグ社 2010.9

大学ではどんな勉強をするの？

キャンパスライフを充実させるならこれ！！

図書館展示　新入生応援！「Let's Start Campus Life」展示資料一覧
新学期は新しい出会いや講義など、はじめてのことばかりです。「どういう勉強をすればいいの？」「友達できるかな？」と、不安に思っていませんか。
今月は、そんなキャンパスライフのスタートを応援する本を紹介しています。

＜展示期間中はキーワードラリーも開催！＞
展示コーナーからスタートし、図書館を一周して「○○○○○○○○（8文字）」に当てはまる言葉を探しましょう。図書館でお気に入りの場所を見つけてください。
正解者にはプレゼントがあります。ぜひ参加してください。



377.9//Mi93 大学生の自己と生き方 : 大学生固有の意味世界に迫る大学生心理学 溝上 慎一 ナカニシヤ出版 2001.1

377.9//Ta67 キャンパスライフの今 武内 清 玉川大学出版部 2003.1

377.9//Ta78 モラトリアムで歩きだそう : 大学時代を楽しむための17のテキスト 玉木 剛 現代人文社 2000

377.9//Ts77 就活難民にならないための大学生活30のルール 常見 陽平 主婦の友社 2010.5

407//Mi31 理系女子 (リケジョ) 的生き方のススメ 美馬 のゆり 岩波書店 2012.12

408//B59//1671 理系のための研究生活ガイド : テーマの選び方から留学の手続きまで 坪田 一男 講談社 2010.2

019.9//H73 大学新入生に薦める101冊の本 広島大学101冊の本委員会 岩波書店 2009.3

019.9//To46 ブックガイド東大教師が新入生にすすめる本 東京大学出版会『UP』編集部 東京大学出版会 2012.4

210.76//D89//1 敗北を抱きしめて : 第二次大戦後の日本人 Dower John W. 1938- 岩波書店 2004.1

210.76//D89//2 敗北を抱きしめて : 第二次大戦後の日本人 Dower John W. 1938- 岩波書店 2004.1

519//G67 不都合な真実 : 切迫する地球温暖化、そして私たちにできること Gore Albert 1948- ランダムハウス講談社 2007.1

519//G67 An inconvenient truth : the planetary emergency of global warming and what we can do about it Gore Albert 1948- Bloomsbury 2006

664.76//Mu41//2 エビと日本人Ⅱ 村井 吉敬 岩波書店 2007.12

816//N88 日本語力をつける文章読本 : 知的探検の新書30冊 二通 信子 東京大学出版会 2012.8

914.6//N58 私の個人主義 夏目 漱石 講談社 1978.8

946//F44 夜と霧 Frankl Viktor Emil 1905- みすず書房 2002.11

城西大学水田記念図書館

大学生におすすめの本


