
請求記号 資料番号 タイトル 

002/185  11841732 大学生のための成功する勉強法 : タイムマネジメントから論文作成まで 

002/197 11901695 知的複眼思考法 ―― 誰でも持っている想像力のスイッチ 

002/57 10610010 大学生の学習テクニック 

002/58 10610323 大学で勉強する方法 

377.1/139 11955752 よくわかる学びの技法 

377.1/141 11974125 学びのティップス : 大学で鍛える思考法 

377.1/97 11740672 大学生の学び・入門 : 大学での勉強は役に立つ! 

377.9/67 11997761 大学生活ナビ 

大学生の学び 
目標 学生 

タイムマネジメント   

スタディスキルズ 

KeyWords  高校生と大学生って何が違うの？ 

大学生としての基本姿勢を身につけたい方、必見！ 



請求記号 資料番号 タイトル 

002/38 10184365 スタディー・スキルズ 

002/69 10674326 アメリカ式ノートのとり方 

377.1/129 11855192 大学生のための知のスキル表現のスキル  

＜第3章 あんがい知らないノートの取り方＞ 

377.1/147 11985872 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 改訂版   

＜第1章 話を聞き、ノートをとる＞ 

377.1/155 11999590 大学生のための学習マニュアル  

＜8章 ノートをとる＞ 

ノート・テイキング（＝ノートをとること）は  板書（＝黒板を写すこと）とは違う！？ 

ノート・テイキング 

講義 

ノート 

興味・関心 

KeyWords 要点 

テーマ 



請求記号 資料番号 タイトル 

002/167 11731290 大学での学び方 : 「思考」のレッスン ＜第2章「読む」ことから問う＞ 

019/157 11778828 速読トレーニング : すぐに役立つ実践10ステップ 

019/185 11921879 あらゆる本が面白く読める方法 : 万能の読書術 

375.8/248 11975026 ブッククラブで楽しく学ぶクリティカル・リーディング入門 :        

国際化時代を生き抜く読書力がだれでも身につく 

K/1268 10555142 読む技法・書く技法 

テキストの種類によって読み方を変える？ 

効率のよい読書のテクニックとは？ 

リーディングの基本 

構成 

テキストの種類 

読みの練習 

マーキング 

KeyWords 

話題 



請求記号 資料番号 タイトル 

019/186 11925312 ビジネスマンのためのクオリティ・リーディング : 読書の質が仕事と人生を変える 

816/197/2-1 11932938 大学生のための日本語表現トレーニング  実践編： テキスト 

＜第6章 文章を読解する――アカデミックリーディング＞ 

K/633 1423230 読書の方法（講談社現代新書 633） 

KG/1299 10808600 本を読む本 

要約の技法を身につける。  読書を通じて、自分の意見や考えを持つ。 

より深いリーディングのために 

         リーディングの練習に・・・エリアスタディーズ 「～～を知るための○○章」 

要約 

大意 

主題 

意見 

要旨 

考え 

KeyWords 



請求記号 資料番号 タイトル 

002/213 11986032 文献調査法 : 調査・レポート・論文作成必携 : 情報リテラシー読本 

015/28 10371652 学生・社会人のための図書館活用術 

017/37 11557754 大学図書館がゼロからわかる本 : 学生のための図書館活用法 

816/197/1-1  11847665 大学生のための日本語表現トレーニング スキルアップ編：テキスト 

＜第8章 大学生の調べ方１＞ 

 図書館にあるのは本だけじゃない! 

賢く使いこなそう、図書館サービス 

情報収集 

情報 

図書館 

図書館資料 

KeyWords 
図書 

図書館サービス 

大学図書館における 
情報収集 



請求記号 資料番号 タイトル 

002/123 11434101 レポート作成法 : インターネット時代の情報の探し方  

007/141 11781093 理系のためのインターネット検索術 : ホンモノ情報を素早くみつける 

007/168/2010  11963912 インターネットで文献探索 

014.9/50 10730854 情報検索のためのインターネット活用術 

インターネットによる 
情報収集 ブラウザ 

インターネット 

ＯＰＡＣ 

ホームページ 

KeyWords 

ＨＴＭＬ 

情報の大海から 

ホンモノを見極める力をつけよう！ 



請求記号 資料番号 タイトル 

002/104 11277441 卒論・ゼミ論の書き方 ＜第3章「資料の収集と整理法」＞ 

002/162 11721960 はじめての論文作成術 : 問うことは生きること                   

＜第2部資料を集め、情報を整理しよう＞ 

002/188  11847102 超「超」整理法 : 知的生産力を飛躍的に拡大させるセオリー 

007/141  11781093 理系のためのインターネット検索術 : ホンモノ情報を素早くみつける 

336.5/183/10 11998289 情報整理 達人７箇条 

文献リスト 

参考文献 

表計算ソフト 

KeyWords 

Ｅｘｃｅｌ 情報の整理 

 情報は、集めただけではただのゴミ 

有効に活用するためには、整理が必須です！ 



請求記号 資料番号 タイトル 

002/146 11578624 学びの誘い : 読む・調べる・書くの土台作り 

002/150  11601778 大学生と大学院生のためのレポート・論文の書き方 

002/186 11841787 これから研究を書くひとのためのガイドブック : ライティングの挑戦15週間 

007/109 11480499 レポートの組み立て方 

336.5/183 11998261 文章表現の技術 : “文章力”がメキメキ上達する  

816.5/14 11910676 レポート・論文作成のための引用・参考文献の書き方 

816.5/17  11954334 大学生のための「論文」執筆の手引 : 卒論・レポート・演習発表の乗り切り方 

816.5/5 10780489 大学生と留学生のための論文ワークブック 

感想文とレポートは違います！ 基本スキルを身につけよう。 

参考文献 三部構成 
（序論・本論・結論） 

事実と意見 

KeyWords 
引用 

注 

基本 
アカデミック・ライティングの 



請求記号 資料番号 タイトル 

002/108 11332505 論文の教室 : レポートから卒論まで  

336.4/42 10276097 プレゼンテーションの説得技法 

810.7/897 11988487 論理的で正しい日本語を使うための技術とトレーニング :  

スピーチ・面接・小論文に有効な日本語力 

816.5/15 11938013 論理性を鍛えるレポートの書き方 

816.5/18 11956939 チャートで組み立てるレポート作成法 

816.5/21 11988469 日本語を鍛えるための論理思考トレーニング 

816/187  11780879 「分かりやすい文章」の技術 : 読み手を説得する18のテクニック 

816/9 1241105 日本語の作文技術 

 このテクニックで、 

より説得力のあるレポートに！ 

効率的な 
アカデミック・ライティング 

表現 

箇条書き 表 

KeyWords 

文章 
文 

グラフ 



請求記号 資料番号 タイトル 

002/120  11409219 レポート・論文の書き方上級 

002/151 11601787 Wordを使った 

大学生のための論文作成術 :  

思考技術・情報処理技術を書く力へ 

007/164 11888406 論文を書くためのWord利用法 : 文書も頭も構造化する 

CM-1/12 80033110 論文・レポート作成に使うWord 2010活用法 : 

スタイル活用テクニックと数式ツールの使い方 

CM-1/19/1 80035528 学生に役立つMicrosoft Excel 2010 

CM-1/20/1 80035546 学生に役立つMicrosoft Word 2010 

CM-1/22 80035868 論文作成のためのパソコン入門 

体裁の整った文章を作成するには、 テクニックが必要です。 まずは基本を身につけましょう。 

パソコンによる 
ライティング・スキル   

Excel 

ライティング・スキル 

作表 

KeyWords ワープロ 
Word 

注 

書式設定 



請求記号 資料番号 タイトル 

002/163 11721997 大学生のための論理的に書き、プレゼンする技術 

007/139 11778873 発表の技法 

810.7/737 11723995 アカデミックプレゼンテーション入門 :  

最初の一歩から始める日本語学習者と日本人学生のための 

KG/153 11565219 論文の書き方 （第10章「話す」第11章「話す・聞く」） 

 伝えたいことを整理して、 

相手に示す資料を準備しよう！ 
プレゼンテーションの 
基本スキル 

ハンドアウト 

プレゼンテーション 

発表 

KeyWords 
プレゼン 

レジュメ 

説明 

S 

 



請求記号 資料番号 タイトル 

007/156 11689238 プラクティカル・プレゼンテーション 

336.4/121 11996487 わかる！伝わる！プレゼン力 :  

レポート発表も採用面接も怖くない 

336.4/42 10276097 プレゼンテーションの説得技法：ビジュアル・ドキュメントの作り方 

336.5/183/8 11998270 プレゼンテーションの技術 : 感動を与える、人を動かす 

809.4/5  11762693 上野式 声 のトレーニング : 1分間でこんなによくなる！  

809.4/6 11780370 「分かりやすい説明」の技術 : 最強のプレゼンテーション15のルール 

809.4/7 11781208 「分かりやすい話し方」の技術 : 言いたいことを相手に確実に伝える15の方法 

   しっかり練習して、自信を持って 発表当日を迎えましょう。 わかりやすい 
プレゼンテーションのために 

アイコンタクト 

視聴覚資料 

読み原稿 

KeyWords 
PowerPoint 

リハーサル 
テクニック 

ヴォイス 


