
請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

　論文・レポート作成

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 2016.2

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//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//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//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//Ko76 レポート・論文の書き方入門 河野 哲也 慶應義塾大学出版会 2018.7

816.5//N83 アカデミック・ライティングの基礎 : 資料を活用して論理的な文章を書く 西川 真理子 晃洋書房 2017.4

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 中高生からの論文入門 小笠原 喜康 講談社 2019.1

816.5//Sa13 レポート・論文をさらによくする「書き直し」ガイド : 大学生・大学院生のための自己点検法29 佐渡島 紗織 大修館書店 2015.12

816.5//Sh81 よくわかる卒論の書き方 白井 利明 ミネルヴァ書房 2008.5

816.5//To17 論文の教室 : レポートから卒論まで 戸田山 和久 NHK出版 2012.8

816.5//Ts99 大学1年生のための伝わるレポートの書き方 都筑 学 有斐閣 2016.4

2020年11～12月展示　　早めが肝心 「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。

2020/11/2
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　プレゼンテーション

007.638//I72 レポートから卒論までWord & Excel講座 : IT時代の基礎知識 石田 千代子 新紀元社 2007.5

007.6383//G43 今すぐ使えるかんたんPowerPoint 2016 技術評論社編集部 技術評論社 2015.11

007.6383//I55 できるPowerPointパーフェクトブック : 困った!&便利ワザ大全 井上 香緒里 インプレス 2017.2

007.6384//A98 今すぐ使えるかんたんExcel (エクセル) 完全 (コンプリート) ガイドブック : 困った解決&便利技 Ayura 技術評論社 2019.7

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//Mo66
いちばんやさしいWord 2016スクール標準教科書 : 本当に必要なことだけをとにかくやさしく説明

した入門書
森田 圭 日経BP社 2016.9

336.49//I11 プレゼンテーション・パターン : 創造を誘発する表現のヒント 井庭 崇 慶應義塾大学出版会 2013.2

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//Ki56 一生使えるプレゼン上手の資料作成入門 : 説得力が劇的アップ 岸 啓介 インプレス 2017.3

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

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//Ts85 説明の技術見るだけノート : 「何が言いたいの?」ともう言わせない! 鶴野 充茂 宝島社 2019.11

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

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

　著作権

021.2//W41 そこが知りたい著作権Q&A100 : CRIC著作権相談室から 早稲田 祐美子 著作権情報センター (CRIC) 2011.3

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

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
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　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

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

377.15//I56 思考を鍛える大学の学び入門 : 論理的な考え方・書き方からキャリアデザインまで 井下 千以子 慶應義塾大学出版会 2017.4

377.15//I89 アカデミック・スキル入門 : 大学での学びをアクティブにする 伊藤 奈賀子 有斐閣 2016.3

377.15//Sa85 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 2020.2

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 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

377.9//Mo45 大学生の学習テクニック 森 靖雄 大月書店 2007.11

城西大学水田記念図書館




