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　論文・レポート作成

002.7//Sa85 調べる技術書く技術 : 誰でも本物の教養が身につく知的アウトプットの極意 佐藤 優 SBクリエイティブ 2019.4

002.7//Sh35 嶋浩一郎のアイデアのつくり方 嶋 浩一郎 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2007.2

361//G34//18 論文の書きかた 佐藤 健二 弘文堂 2014.12

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 2016.2

407//Sa85 なぜあなたは論文が書けないのか? : 理由がわかれば見えてくる, 論文を書ききるための処方箋 佐藤 雅昭 メディカルレビュー社 2016.7

407//Y91 「即戦力になる」実験ノート入門 : 効果的なレポート・論文の書き方 吉村 忠与志 技術評論社 2016.5

816.5//F92 文章ベタな人のための論文・レポートの授業 古郡 廷治 光文社 2014.5

816.5//I56 思考を鍛えるレポート・論文作成法 井下 千以子 慶應義塾大学出版会 2019.2

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//Ke26 学生による学生のためのダメレポート脱出法 慶應義塾大学教養研究センター 慶応義塾大学出版会 2014.10

816.5//Ko73 失敗から学ぶ大学生のレポート作成法 近藤 裕子 ひつじ書房 2019.4

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//O14 大学生の文章術 : レポート・論文の書き方 旺文社 旺文社 [2015.4]

816.5//O22 大学生のためのレポート・論文術 小笠原 喜康 講談社 2009.11

816.5//O22 論文の書き方 : わかりやすい文章のために 小笠原 喜康 ダイヤモンド社 2007.7

2019年12月展示 「 手遅れ」 になる前に！ 論文・ レ ポート ・ プレ ゼン術
年度末に向けて、これまでの成果をまとめたり、発表したりする機会が増えてくると思います。

今回の展示では、「論文・レポート作成」、「プレゼンテーション」、「著作権」、「学習法」の4つのテーマに沿って図書を集めてみました。
こうした技術や知識は、学業はもちろん、就職活動や社会に出てからも、必ずあなたを助ける力になるはずです。

ぜひ展示図書を、スキルアップに役立ててください。
2019/12/1（12/5更新）
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816.5//O22 中高生からの論文入門 小笠原 喜康 講談社 2019.1

816.5//Sa29 これからレポート・卒論を書く若者のために 酒井 聡樹 共立出版 2017.7

816.5//W46 「文化系」学生のレポート・卒論術 渡辺 潤 青弓社 2013.4

816.5//W46 大学生のための論文・レポートの論理的な書き方 渡邊 淳子 研究社 2015.8

816.5//Y31 これなら書ける!説得力のある小論文 山本 裕子 ココ出版 2019.4

816//Ma26 マジ文章書けないんだけど : 朝日新聞ベテラン校閲記者が教える一生モノの文章術 前田 安正 大和書房 2017.4

816//O22 伝わる!文章力が身につく本 小笠原 信之 高橋書店 [2011.3]

816//Y24 何を書けばいいかわからない人のためのうまくはやく書ける文章術 山口 拓朗 日本実業出版社 2016.4

　プレゼンテーション

002.7//Ma81 グラフをつくる前に読む本 : 一瞬で伝わる表現はどのように生まれたのか 松本 健太郎 技術評論社 2017.9

007.6383//Mo12 最速で最高に魅せるPowerPointプロフェッショナルテクニック 望月 正吾 技術評論社 2017.1

007.6384//H47 すぐわかるExcelデータ集計&分析 早坂 清志 アスキー・メディアワークス 2013.7

007.6384//Ka14 できるExcelピボットテーブル : データ集計・分析に役立つ本 門脇 香奈子 インプレス 2016.1

007.6384//Ki66 できるExcelグラフ : 魅せる&伝わる資料作成に役立つ本 きたみ あきこ インプレス 2016.4

007.6388//A26 論文・レポート作成に使うWord 2016活用法 : スタイル活用テクニックと数式ツールの使い方 相澤 裕介 カットシステム 2016.4

007.6388//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

336.4//Y34 「プレゼン」力 : 未来を変える「伝える」技術 山中 伸弥 講談社 2016.9

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//J51 30時間でマスタープレゼンテーション+PowerPoint 2016 実教出版企画開発部 実教出版 2016.12

336.49//Ko89 勝者のプレゼン 小杉 樹彦 総合科学出版 2019.4

336.49//Ma26 プレゼン資料のデザイン図鑑 前田 鎌利 ダイヤモンド社 2019.3
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336.49//Sa85 わかる!伝わる!プレゼン力 : プレゼンテーション虎の巻 佐藤 佳弘 武蔵野大学出版会 2018.9

336.49//Y87 伝わるプレゼンの法則100 吉藤 智広 大和書房 2019.7

361.4//Sh23 協働学習で学ぶスピーチ : プレゼンテーションの基本 : 型にはまるな、異なれ! 渋谷 実希 凡人社 2018.10

361.454//Sa75//2 伝え方が9割. 2 佐々木 圭一 ダイヤモンド社 2015.4

　著作権

002.7//Ma32 人文・社会科学のための研究倫理ガイドブック 眞嶋 俊造 慶應義塾大学出版会 2015.10

021.2//Ka39 大学生と著作権 神谷 信行 ナカニシヤ出版 2006.7

021.2//Su96 もう知らないではすまされない著作権 鈴木 龍介 中央経済社 2014.3

021.2//U36 日常でコンテンツを扱う際の著作権 上原 伸一 あみのさん 2015.4

021.2//Y77 著作権がよ?くわかる本 : ポケット図解 : 事例満載!わかりやすい入門書 横溝 昇 秀和システム 2016.3

021.2//Y97 デジタルコンテンツの著作権Q&A 結城 哲彦 中央経済社 2014.5

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//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

　学習法

002.7//G72 学びの技 : 14歳からの探究・論文・プレゼンテーション 後藤 芳文 玉川大学出版部 2014.11

002.7//N87 大学1年生からの研究の始めかた 西山 敏樹 慶應義塾大学出版会 2016.9

002//Sa25 おとな「学問のすすめ」 斉藤 孝 筑摩書房 2011.12

376.8//I98 勉強大全 : ひとりひとりにフィットする1からの勉強法 伊沢 拓司 KADOKAWA 2019.2

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

377.15//D16 新よくわかるライフデザイン入門 : 大学でどのように学ぶか 大学導入教育研究会 古今書院 2018.2

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 2015.4
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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//Se73 新・知のツールボックス : 新入生のための学び方サポートブック 専修大学出版企画委員会 専修大学出版局 2018.4

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//N73 学就Book (がくしゅうブック) : 大学1、2年生の間にやっておきたいこと 日経HR 日経HR 2017.2

377.9//To59 大学1年生の歩き方 : 先輩たちが教える転ばぬ先の12のステップ 富山 由起子 左右社 2017.4

379.9//O81 子どもはなぜ勉強しなくちゃいけないの? おおた としまさ 日経BP社 2013.6

城西大学水田記念図書館
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