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請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

002//I33 学び続ける力 池上 彰 講談社 2013.1

002//O28 知る・学ぶ 大橋 完太郎 世界思想社 2013.8

007.6//Ka17 大学新入生のための情報リテラシー 香川大学総合情報センター 学術図書出版社 2014.3

007.6//Su48 新説情報リテラシー : ソーシャル時代を生き抜くための情報スキル 杉浦 司 関西学院大学出版会 2013.11

007.6//Ta95 大学生の情報基礎 立田 ルミ 日経BP社 2013.4

019.12//A79 大学生になったら洋書を読もう : 楽しみながら英語力アップ! アルク企画開発部 アルク 2010.4

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//Ka16 科学者の本棚 : 「鉄腕アトム」から「ユークリッド原論」まで 科学編集部 岩波書店 2011.9

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

019//Se58 本を読んだ人だけがどんな時代も生き抜くことができる 千田 琢哉 宝島社 2013.7

019//W42 もし20代のときにこの本に出会っていたら : 後悔しないための読書 鷲田 小彌太 文芸社 2011.6

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

188.74//Ka95 あなたは、あなたでいい : 焦らない、比べない 川村妙慶 PHP研究所 2009.9

331//I33//1 しくみがわかる 池上 彰 日本経済新聞出版社 2012.3

336.1//U14 文系でもわかるビジネス統計入門 内田 学 東洋経済新報社 2010.3

377.04//Ka86 大学で何を学ぶか 加藤 諦三 ベストセラーズ 2009.5

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//C43 学びのティップス : 大学で鍛える思考法 近田 政博 玉川大学出版部 2009.11

2015年4～5月 Let’s Start Campus Life

同時開催の「キーワードラリー」にもチャレンジ！
 図書館について詳しくなるために、キーワードラリーに参加してみませんか。館内にあるキーワードを集めると、なんと図書館特製のしおりが貰えます！

2015/4/1作成（4/17改定）

「これから充実したキャンパスライフを送るぞー！」「でも、どんな勉強をすればいいの・・・？」
そんな期待や不安を抱える皆さんへ、新生活のヒントになる本を紹介します。

知識の宝庫である図書館を活用して充実した大学生活をスタートさせてください。
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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//Ki71 広げる知の世界 : 大学でのまなびのレッスン 北尾 謙治 ひつじ書房 2005.5

377.15//Ma34
学生のための学び入門
 : ヒト・テクストとの対話からはじめよう : Learning through dialogue

牧 恵子 ナカニシヤ出版 2014.3

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//N95 ゼミ入門 : 大学生の知的生活第一歩 野村 一夫 文化書房博文社 2014.12

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//Se22 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 世界思想社 2015.3

377.15//Se73 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 専修大学出版局 2006.4

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

377.15//W41 世界をちょっとでもよくしたい : 早大生たちのボランティア物語 兵藤 智佳 早稲田大学出版部 2010.3

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

377.6//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

377.9//I19 理系学部に合格(うか)ったら読む本 : 大学生活応援ガイド 井手 弘人 化学同人 2007.5

377.9//I82 大学の思い出は就活です(苦笑) : 大学生活50のお約束 石渡 嶺司 筑摩書房 2012.3

377.9//Ko39 ゼロからわかる大学生のための就活の敬語マスターBOOK 小島 美津子 ナツメ社 2014.9

377.9//Ky1 これからを生き抜くために大学時代にすべきこと 許 光俊 ポプラ社 2010.3

377.9//Mi63 大学生がダマされる50の危険 三菱総合研究所 青春出版社 2011.2

377.9//Mi63 大学生が狙われる50の危険 三菱総合研究所 青春出版社 2014.2

377.9//Su96 大学生活・就活・キャリアがよくわかる本 鈴木 賞子 同友館 2012.11

377.9//Ta67 大学とキャンパスライフ 武内 清
Sophia University
Press上智大学

2005.8

377.9//Ta77 大学生活ナビ 玉川大学 玉川大学出版部 2011.3

377.9//U14 時間を売るな、時間を買え! : 就活に役立つ大学生活の過ごし方 内田 ひろし ライティング 2015.2

377.9//U84 なぜ「大学は出ておきなさい」と言われるのか : キャリアにつながる学び方 浦坂 純子 筑摩書房 2009.1
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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

377.9//W46 大学生のためのデザイニング・キャリア 渡辺 三枝子 ナカニシヤ出版 2011.11

377.9//W46 学生のためのキャリアデザイン入門 : 生き方・働き方の設計と就活準備 渡辺 峻 中央経済社 2013.9

377//N45 大学生になるきみへ : 知的空間入門 中山 茂 岩波書店 2003.11

407//Ka72 科学者の卵たちに贈る言葉 : 江上不二夫が伝えたかったこと 笠井 献一 岩波書店 2013.7

407//Ta84
素敵にサイエンス : かがやき続ける女性キャリアを目指して
 : 女性のための理系進路選択．先生編

田中 若代 近代科学社 2009.6

410//O15 東大教授が語る、東大新入生のための数学ブックガイド 落合 卓四郎 東京図書 2014.12

499//E63 薬学生dead or alive : 薬学生, 成功への鍵は… 榎本 秀一 京都廣川書店 2011.3

590//Se17 ひとり暮らしをはじめる本 : これからの人ももうはじめてる人も 成美堂出版編集部 成美堂出版 [2007.3]

596//D83 土井善晴のレシピ100 : 料理がわかれば楽しくなる、おいしくなる 土井 善晴 学研パブリッシング 2012.3

596//J54 自炊しまショウ : 定番メニュー作り方読本 : 食費節約生活のススメ 池田書店 池田書店 [2000.6]

596//Ki17 The基本200 : これだったんだ!おかずのコツ。 オレンジページ 2008.6

596//Y31 syunkonカフェごはん 山本 ゆり 宝島社 2011.5-

816.5//I56 思考を鍛えるレポート・論文作成法 井下 千以子 慶応義塾大学出版会 2014.3

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//Ma81 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 玉川大学出版部 2015.3

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

817.5//Su96 書く力は、読む力 鈴木 信一 祥伝社 2014.9

910.2//A87 大学生のための文学トレーニング 河野 龍也 三省堂 2012.1-

913.6//Ki65//1, 2 楊家将 北方 謙三 PHP研究所 2006.7

913.6//So44 太郎物語 曽野 綾子 新潮社 1987.5

城西大学水田記念図書館
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