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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 1969.7

002.7//U73 知的生産の技術 梅棹 忠夫 岩波書店 2010.4

002//N14 考える方法 永井 均 筑摩書房 2007.4

002//O28 知る・学ぶ 大橋 完太郎 世界思想社 2009.5

002//To79 何のために「学ぶ」のか 外山 滋比古 筑摩書房 2011.6

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 2015.1

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 2009.1

007.6//Ta95 大学生の情報基礎 立田 ルミ 日経BP社 2015.2

015.2//Ta55 図書館で調べる 高田 高史 筑摩書房 2017.2

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 2009.3

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 2006.6

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 2011.7-

019//F56 本を読む人だけが手にするもの 藤原 和博 日本実業出版社 2011.6

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 2011.11

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 2009.11

281//Ka95 理系に学ぶ。 川村 元気 ダイヤモンド社 2012.4

2017年4～5月 Let’s Start Campus Life

展示期間中は図書館クイズも開催します！
スタートはカウンターから。図書館をぐるっと一周して、5問のクイズを解こう。

 正解者にはプレゼントがあります（学内者限定）。 ぜひご参加ください。

2017/4/1

「これから充実したキャンパスライフを送るぞー！」「でも、どうすればいいんだろう…？」
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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377.04//Ka86 大学で何を学ぶか 加藤 諦三 ベストセラーズ 2011.4

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 2012.4

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 2012.8

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 2013.4

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 2013.4

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 2013.8

377.15//Ma84 大学生のための知的勉強術 松野 弘 講談社 2011.7-

377.15//Ts77 大学生のための「学ぶ」技術 常見 陽平 主婦の友社 2011.7-

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 2005.5

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 2007.5

377.9//H32 理系大学生活ハンドブック 原田 淳 化学同人 [2007.3]

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 2005.8

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 2014.3

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 2013.11

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

2014.3

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 [2012.10]

377.9//U34 大学生になるってどういうこと? : 学習・生活・キャリア形成 植上 一希 大月書店 2014.5

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 2011.7-

377.9//W12 頭のいい大学四年間の生き方 和田 秀樹 中経出版 2010.3

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 2015.2

404//H38 われ思うゆえに思考実験あり : 最新科学理論がもたらす究極の知的冒険 橋元 淳一郎 早川書房 2013.7

481.78//L88 ソロモンの指環 : 動物行動学入門 Lorenz Konrad Z. 早川書房 2012.11
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499.09//N87 薬学生・薬剤師のためのキャリアデザインブック : 大学のキャリア教育にも使える 西鶴 智香 薬事日報社 2010.4

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 2014.4

596.4//H67 「朝つめるだけ」で簡単!作りおきのラクうま弁当350 : 決定版! 平岡 淳子 ナツメ社 2015.9

596//J76//2011-4 城西大学薬学部医療栄養学科の学生が作成した料理レシピ集 城西大学薬学部医療栄養学科 城西大学 2015-17.3

596//Se76
一人ぶんから作れるラクうまごはん : これ以上簡単にできないレシピと材料をムダ
にしないコツ

瀬尾 幸子 新星出版社 2000.2

城西大学水田記念図書館
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