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請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

002.7//P97 学生のためのプレゼンテーション・トレーニング : 伝える力を高める14ユニット プレゼンテーション研究会 実教出版 2015.9

140.8//A85//8 対人関係と恋愛・友情の心理学（朝倉実践心理学講座 / 海保博之監修） 松井 豊 朝倉書店 2010.1

140//A53 心理学 : 生活と社会に役立つ心理学の知識（カラー版徹底図解） 青木 紀久代 新星出版社 [2008.8]

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

159.4//Ma84 大学生のための「社会常識」講座 : 社会人基礎力を身に付ける方法 松野 弘 ミネルヴァ書房 2011.7

159//Su96 心づかいの技術（新潮新書） 鈴木 健二 新潮社 2013.6

320.4//Ka51 その「つぶやき」は犯罪です : 知らないとマズいネットの法律知識（新潮新書） 神田 芳明 新潮社 2014.5

336.4//N93 ビジュアル仕事がうまくいく会話スキル（日経文庫） 野口 吉昭 日本経済新聞出版社 2012.4

336.4//Y31 プレゼンテーションの技術（日経文庫） 山本 御稔 日本経済新聞出版社 2011.12

336.49//H85 言いづらいことの伝え方（日経文庫） 本間 正人 日本経済新聞出版社 2014.9

336.49//I33//1 「話す」「書く」「聞く」能力が仕事を変える!（PHPビジネス新書） 池上 彰 PHP研究所 2007.5

336.49//I33//2 もっと役立つ!「話す」「書く」「聞く」技術（PHPビジネス新書） 池上 彰 PHP研究所 2012.1

336.49//Ko27
「プレゼンテーション」に強くなる本 : 論理の組み立て方から効果的アピール術ま
で（PHP文庫）

木幡 健一 PHP研究所 2002.4

336.49//N29 図解3秒で相手を操る!ビジネス心理術事典（East press business） 内藤 誼人 イースト・プレス 2011.9

336.49//O65 プロフェッショナル電話力話し方聞き方講座 : 相手の心をしっかりつかむ 恩田 昭子 日本実業出版社 2009.1

361.45//F89 コミュニケーション・入門 : 心の中からインターネットまで（有斐閣アルマ） 船津 衛 有斐閣 1996.8

361.45//H32 多文化共生のための異文化コミュニケーション 原沢 伊都夫 明石書店 2014.9

361.45//I86 よくわかるコミュニケーション学（やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ） 板場 良久 ミネルヴァ書房 2011.3

361.45//Ku14 「あいづち」は人を活かす : 新しいコミュニケーションのすすめ 久保田 真弓 廣済堂出版 2001.4

2016年6月 コミュニケーション力を高めよう
友人関係、ゼミでのディスカッション、部活やサークル、就職活動、社会に出てからも

もちろんコミュニケーションが必要な場面がたくさんあります。

今月の企画展示では、コミュニケーション力をアップできる図書やDVDなどを紹介します。

2016/6/1（6/12改定）
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361.45//Ma76 誤解の世界 : 楽しみ、学び、防ぐために（北大文学研究科ライブラリ） 松江 崇 北海道大学出版会 2012.3

361.45//Mi59 多文化共生時代のコミュニケーション力 御手洗 昭治 ゆまに書房 2004.4

361.45//O15
外国人市民がもたらす異文化間リテラシー : NPOと学校、子どもたちの育ちゆく現
場から

落合 知子 現代人文社 2012.1

361.45//Su96 問題解決のコミュニケーション : 学際的アプローチ 鈴木 健人 白桃書房 2012.1

361.45//Ta28 コミュニケーションを学ぶ（ちくまプリマー新書） 高田 明典 筑摩書房 2012.9

361.45//Te63 情報新時代のコミュニケーション学 寺島 信義 北大路書房 2009.3

361.454//D72 それでも話し始めよう : アサーティブネスに学ぶ対等なコミュニケーション Dickson Anne 1946- クレイン 2006.1

361.454//H92 人間関係づくりトレーニング 星野 欣生 金子書房 2003.1

361.454//I33 わかりやすく「伝える」技術（講談社現代新書） 池上 彰 講談社 2009.7

361.454//Mo66
あたらしい自分を生きるために : アサーティブなコミュニケーションがあなたを変
える

森田 汐生 童話館出版 2005.2

361.454//N39 大学1年生からのコミュニケーション入門 : ワークシート課題付 中野 美香 ナカニシヤ出版 2010.8

361.454//N93 誰とでも15分以上会話がとぎれない!話し方66のルール 野口 敏 すばる舎 2009.7

361.454//Sa25 1分で大切なことを伝える技術（PHP新書） 斉藤 孝 PHP研究所 2009.1

361.454//Sa75//2 伝え方が9割 佐々木 圭一 ダイヤモンド社 2013.2-

361.454//Sc2 問いかける技術 : 確かな人間関係と優れた組織をつくる Schein Edgar H. 英治出版 2014.12

361.454//Se47//14
しぐさのコミュニケーション : 人は親しみをどう伝えあうか（セレクション社会心
理学）

大坊 郁夫 サイエンス社 1998.9

361.454//W12 人づきあいのレッスン : 自分と相手を受け入れる方法 和田 裕美 ダイヤモンド社 2008.6

361.6//A12 居場所の社会学 : 生きづらさを超えて 阿部 真大 日本経済新聞出版社 2011.8

374.35//Mo73 教師コミュニケーション力 : 場面別・伝え合いの極意 森山 卓郎 明治図書出版 2012.1

407//H71 理科系のための入門英語プレゼンテーション 廣岡 慶彦 朝倉書店 2011.3

407//H71 理科系のための実戦英語プレゼンテーション 廣岡 慶彦 朝倉書店 2014.3

407//H88
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 羊土社 2013.4

407//Sh96 科学論文・講演ハンドブック : うまく正確に伝える : 投稿・出版・放送で Shortland Michael 西村書店 1994.11

407//Su87 理系のための上手な発表術 諏訪 邦夫 講談社 2005.4
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407//U84
日本人研究者のための120%伝わる英語対話術 : ネイティブの発音&こなれたフレー
ズで研究室・国際学会を勝ち抜く英語口をつくる!

浦野 文彦 羊土社 2013.12

408//B59//1739 「分かりやすい表現」の技術（ブルーバックス） 藤沢 晃治 講談社 2011.1

408//B59//1934
世界で生きぬく理系のための英文メール術 : 短く、正確に、要点を押さえて（ブ
ルーバックス）

吉形 一樹 講談社 2015.1

490.14//Sa86 医者と患者のコミュニケーション論（新潮新書） 里見 清一 新潮社 2015.1

675//O18 コミュニケーション・マーケティング : 共鳴と共感の対話型企業経営 大江 ひろ子 白桃書房 2008.5

809.2//D85 TEDトーク : 世界最高のプレゼン術 Donovan Jeremey 新潮社 2013.7-

809.2//G17 TED驚異のプレゼン : 人を惹きつけ、心を動かす9つの法則 Gallo Carmine 日経BP社 2014.7

809.2//Ka23 会話のきっかけ（新潮新書） 梶原 茂 新潮社 2014.1

809.2//Mi88
上手な話し方が身につく技術 : 「あなたと話がしたい」と人が集まってくる超テク
ニック（スーパー・ラーニング）

宮崎 聡子 あさ出版 2008.8

809.6//Y92 反論が苦手な人の議論トレーニング（ちくま新書） 吉岡 友治 筑摩書房 2014.9

810//Mo73 コミュニケーションの日本語（岩波ジュニア新書） 森山 卓郎 岩波書店 2004.12

810//O77
ピアで学ぶ大学生・留学生の日本語コミュニケーション : プレゼンテーションとラ
イティング

大島 弥生 ひつじ書房 2012.2

377.9//R98//3
自己プレゼンテーションのポイント（留学生向け・就職面接試験トレーニングシ
リーズ）

映学社 映学社 [2013]

336.47//A25 相手にわかりやすく「教える技術」（日経VIDEO） 日本経済新聞社 日本経済新聞社 c2006

336.49//Ko79 これなら完璧!プレゼンテーション（日経VIDEO） 日本経済新聞社 日本経済新聞社 c2006

336.4//P97 プロ直伝!効果絶大プレゼン必勝法 : 今日から達人 ウォンツ ウォンツ c2008

城西大学水田記念図書館
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