
請求記号 書名 著者名 出版社 出版年
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

007.5//Ku55 Evernote「超」知的生産術 倉下 忠憲
シーアンドアール
研究所

2011.3

007.6//A64 経済・商学系のための情報リテラシー入門 荒木 孝治 同文舘出版 2011.4

007.63//A99 Pages・Numbers・Keynoteマスターブック 東弘子著 マイナビ 2014.2

007.63//F67 よくわかるズバリ解決Microsoft Word 2013レイアウトテクニック 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2013.9

007.63//J51 30時間でマスターExcel2007 : Windows Vista対応 実教出版編修部 実教出版 2007.5

007.63//O71 iWork Perfect Manual : Mountain Lion & iOS 6 edition 折中良樹, 村上弘子著 ソーテック社 2012.1

007.63//Ｙ53 ひと目でわかるMicrosoft Office for Mac 2011 柳沢加織著 日経BP社 2010.11

015//C47 図書館を使い倒す! : ネットではできない資料探しの「技」と「コツ」 千野 信浩 新潮社 2005.1

015//L61//1 図書館へ行こう! : インターネット時代の情報活用入門 ポルケ 紀伊國屋書店 c2007.2

015//L61//2 ゼミ発表をしよう! : テーマ選びからプレゼンテーションまで ポルケ 紀伊國屋書店 c2007.2

015//L61//3 レポート・論文を書こう! : 誰にでも書ける10のステップ ポルケ 紀伊國屋書店 c2007.2

015.2//Mo45 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 毛利和弘 2012.6

017.2//A29 しらべる力をそだてる授業! 赤木 かん子 ポプラ社 2007.3

017.7//O67 大学図書館がゼロからわかる本 : 学生のための図書館活用法 大野 友和 日本図書館協会 2005.4

141.5//C44 自分のアタマで考えよう : 知識にだまされない思考の技術 ちきりん ダイヤモンド社 2011.1

141.5//To79 思考の整理学 外山 滋比古 筑摩書房 1986.4

289.3//J55 ファッションデザイナーココ・シャネル 実川 元子 理論社 2000.2

336.5//N84 論理的な書き方が身につく本：発想から構想、説得ストーリーの作成まで 西村克己 PHP研究所 2010.9

336.49//H51 プレゼンスのつくlり方：誰もがあなたに引きつけられる クリスティ・ヘッジス : 松本裕訳 阪急コミュニケーションズ2013.9

336.49//I33//2 もっと役立つ！「話す」「書く」「聞く」技術 池上　彰 PHP研究所 2012.1

336.49//Ku78 「言いたいことが言えない人」のための本：★ 畔柳　修 同文舘出版 2007.9

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//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

368.6//N81 だましの手口 : 知らないと損する心の法則 西田 公昭 PHP研究所 2009.3

371.4//I14 勉強法が変わる本 : 心理学からのアドバイス 市川 伸一 岩波書店 2000.6

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 2002.4

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

377.9//W12 頭のいい大学四年間の生き方 和田 秀樹 中経出版 2007.4

379.7//I89 夢をかなえる勉強法 伊藤 真 サンマーク出版 2006.4

2014年6月 図書館展示「学習にはコツがある」資料一覧

スポーツの上達に秘訣があるように、ゲームに攻略法があるように、学習の仕方にもコツがあります。
課題の進め方や学習のコツが掴めれば、「何をすればいいか分からない」が、ひもとくように解決します。
今回は解決に導くための考え方や、知識の引き出しを増やすことが、楽しくなるような資料を集めました。
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請求記号 書名 著者名 出版社 出版年
403.3//Ka16 科学技術論文、報告書その他の文書に必要な英語文型・文例辞典 小倉書店 小倉書店 [1997?]

407//H41 科学英語の読み方 : 実際の科学記事で学ぶ読解のコツ 畠山 雄二 丸善 2007.7

407//H87 科学論文作成のための活用ガイド : MacintoshとWindowsで作る 祝部 大輔 じほう 2000.2

407//L77 実験レポート作成法 Lobban Christopher S. 丸善出版 2011.12

407//Mi45 理系のためのレポート・論文完全ナビ 見延 庄士郎 講談社 2008.1

408//B59//1454 理系のためのMacで始める研究生活 : レポート作成から学会発表まで 多田 眞作 講談社 2004.9

408//B59//1733 Excelのイライラ根こそぎ解消術 : 「思い通りにならない」と「面倒くさい」を克服 長谷川 裕行 講談社 2011.7

408//B59//1736 使い分けるパソコン術 : タブレット、スマートフォンからクラウドまで たくき よしみつ 講談社 2011.9

408//B59//BC02 理系のためのPowerPoint「超」入門 : プレゼンテーションからホームページ作成まで 石居 進 講談社 2003.7

491.4//Ma26 イラストでまなぶ生化学 前場 良太 医学書院 2005.9

816.5//F67 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 日外アソシエーツ 2009.4

816.5//H56 大人のための「読む力・書く力」トレーニング : 東大・慶應の小論文入試問題は知の宝庫 樋口 裕一 新評論 2003.8

816.5//I89 はじめてのレポート : レポート作成のための55のステップ 伊藤 義之 嵯峨野書院 2003.4

816.5//Ka58 チャートで組み立てるレポート作成法 加納 寛子 丸善 2010.4

816.5//Mi84 学術論文のための著作権Q&A : 著作権法に則った「論文作法」 宮田 昇 東海大学出版会 2008.2

816.5//N88 留学生と日本人学生のためのレポート・論文表現ハンドブック 二通 信子 東京大学出版会 2009.12

816.5//N97 大学生のための研究ハンドブック : よくわかるレポート・論文の書き方
ノートルダム清心女子大学
人間生活学科

大学教育出版 2012.5

816.5//O54 読みやすく考えて調べて書く : 小論文から卒論まで 奥田 統己 学術図書出版社 2000.4

816.5//Sa29 論理性を鍛えるレポートの書き方 酒井 浩二 ナカニシヤ出版 2009.1

816//A12 文章力の基本100題 阿部 紘久 光文社 2010.6

816//A12 シンプルに書く! : 伝わる文章術 阿部 紘久 飛鳥新社 2012.9

816//H84 わかりやすい日本語の作文技術 本多 勝一 オークラ出版 2003.4

816//I43 文章表現法 : 大学生の教養 今井 啓一 学術図書出版社 1999.3

816//I73//2 よくわかる文章表現の技術 : 2: 文章構成編. 石黒 圭 明治書院 2004.9-2007.10

816//J52 作文・論文の基礎 陣ノ内 宜男 一ツ橋書店 [19--]

816//Ma26 きっちり!恥ずかしくない!文章が書ける : 「言葉の仕組み」と「助詞の使い方」がわかれば 前田 安正 すばる舎 2013.5

816//N52 成川式文章の書き方 :  決定版 成川 豊彦 PHP研究所 2010.9

816//N91 日本語作文術 : 伝わる文章を書くために 野内 良三 中央公論新社 2010.5

817.5//H46 読解力の基本 : 大切なのに、だれも教えてくれない72のテクニック 速越 陽介 日本実業出版社 2010.1

836.5//Sa43 英語論文の書き方入門 迫 桂 慶應義塾大学出版会 2012.4

雑誌記事
文具術
(日経ビジネスassocié : アソシエ.12巻(4号)[通号258])

日経BPマーケティング 2013.02.10

雑誌記事
時間活用の技法 : 達人の24時間徹底分析
日経ビジネスassocié : アソシエ.12巻(5号)[通号259]

日経BPマーケティング 2013.03.10

雑誌記事
新ノートの極意 : コツさえつかめば、メモが成果に変わる
日経ビジネスassocié : アソシエ.12巻(9号)[通号263]

日経BPマーケティング 2013.06.10

雑誌記事
ひらめき脳は作れる!
日経ビジネスassocié : アソシエ.13巻(4号)[通号272]

日経BPマーケティング 2014.02.10

城西大学水田記念図書館
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