学情センター ２F企画展示

大学生活

展示期間：2013.4.4～4.14

【大学での
大学での学
での学び方】
巻号次 配置場所
請求記号
書名
大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法 / 松本茂, 河野哲也著. -3F開架新体系 002.7//MA81//1821
玉川大学出版部, 2007.3.
3F開架新体系 002.7//TO78//2773
大学での学び方 : 「思考」のレッスン / 東谷護著. -- 勁草書房, 2007.4.
3F開架新体系 017.7//N71//9903
新・大学生と図書館 / 日本図書館研究会編. -- 日本図書館研究会, 2005.8.
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 / 大野友和編. -- 日
7F新体系
017.7//O67//2700
本図書館協会, 2005.4.
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! / アルク企画開発部編.
5F英語学習 019.12//A41//7439
-- アルク, 2010.4.
大学新入生に薦める101冊の本 / 広島大学101冊の本委員会編. -- 新版. -- 岩波
3F開架新体系 019.9//H73//5876
書店, 2009.3.
7F新体系
019.9//KA63//0996
必読書150 / 柄谷行人 [ほか] 著. -- 太田出版, 2002.4.
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』編集部編. -3F開架新体系 019.9//TO46//2346
東京大学出版会, 2012.4.
3F開架新体系 021.2//KA39//2731
大学生と著作権 / 神谷信行著. -- ナカニシヤ出版, 2006.7.
3F開架新体系 159.7//N58//8906
学生諸君! : さっそうたる明日へのメッセージ / 漱石 [ほか] 著. -- 光文社, 2006.12.
4F新書版
159//MI68//3292
自己啓発の名著30 / 三輪裕範著. -- 筑摩書房, 2011.6. -- (ちくま新書 ; 909).
4F開架新体系 320.7//KI35//2194
法学部生のための選択科目ガイドブック / 君塚正臣編著. -- ミネルヴァ書房, 2011.4.
法学部ゼミガイドブック : ディベートで鍛える論理的思考力 / 西南法学基礎教育研究
4F開架新体系 320.7//SE19//2629
会著. -- 法律文化社, 2012.4.
4F開架新体系 320.7//TA65//7290
法学部新入生のための学ナビ / 武居一正著. -- 法律文化社, 2006.4.
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 / ROB
4F開架新体系 377.15//B23//7861
BARNES [著] ; 畠山雄二, 秋田カオリ訳. -- 丸善, 2008.6.
よくわかるライフデザイン入門 : 大学生のための必須学習術 / 大学導入教育研究会
4F開架新体系 377.15//D16//9395
編. -- 第2版. -- 古今書院, 2011.2.
大学基礎講座 : 充実した大学生活をおくるために / 藤田哲也編著. -- 改増版. -4F開架新体系 377.15//F67//5604
北大路書房, 2006.3.
成長するティップス先生 : 授業デザインのための秘訣集 / 池田輝政 [ほか] 著. -- 玉
4F開架新体系 377.15//I32//7210
川大学出版部, 2001.4. -- (高等教育シリーズ ; 104).
大学生の教科書 : 初年次からのスタディ・スキル / 関東学院大学経済経営研究所FD
4F開架新体系 377.15//KA59//1910
研究プロジェクト編. -- 関東学院大学出版会.
4F開架新体系 377.15//KI71//9222
広げる知の世界 : 大学でのまなびのレッスン / 北尾謙治[ほか]著. -- ひつじ書房,
4F新書版
377.15//MA84//0835
大学生のための知的勉強術 / 松野弘著. -- 講談社, 2010.4. -- (講談社現代新書 ;
大学生の学び・入門 : 大学での勉強は役に立つ! / 溝上慎一著. -- 有斐閣, 2006.3.
4F開架新体系 377.15//MI93//9677
-- (有斐閣アルマ ; Interest).
大学生の勉強マニュアル : フクロウ大学へようこそ / 中島祥好, 上田和夫著. -- ナカ
4F開架新体系 377.15//N34//6461
ニシヤ出版, 2006.3.
4F開架新体系 377.15//O96//9891
大学生のための基礎力養成ブック / 小棹理子[ほか]著. -- 丸善出版, 2012.2.
4F開架新体系 377.15//SA13//2215
大学入門 : 政治と経済を学ぶマナーとスキル / 佐渡友哲編著. -- 北樹出版, 2011.5.
アカデミック・スキルズ : 大学生のための知的技法入門 / 佐藤望編著 ; 湯川武, 横山
4F開架新体系 377.15//SA85//7946
千晶, 近藤明彦著. -- 第2版. -- 慶應義塾大学出版会, 2012.9.
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 / 専修大学出版企画
4F開架新体系 377.15//SE73//0605
委員会編. -- 改訂版. -- 専修大学出版局, 2009.4.
フレッシュマンセミナーテキスト : 大学新入生のための学び方ワークブック / 初年次教
4F開架新体系 377.15//SH96//6363
育テキスト編集委員会編. -- 東京電機大学出版局, 2009.3.
4F開架新体系 377.15//U26//7348
大学生活を楽しむ護心術 : 初年次教育ガイドブック / 宇田光著. -- ナカニシヤ出版,
「書くのが苦手」をみきわめる : 大学新入生の文章表現力向上をめざして / 渡辺哲司
4F開架新体系 377.15//W46//9119
著. -- 学術出版会.
大学生のためのリサーチリテラシー入門 : 研究のための8つの力 / 山田剛史, 林創
4F開架新体系 377.15//Y19//5484
著. -- ミネルヴァ書房, 2011.8.
4F開架新体系 377.21//SU96//8400
大学生の常識 / 鈴木雄雅著. -- 新潮社, 2001.11. -- (新潮選書).
7F新体系
377.9//I97//0806
充実した大学生活のために : 先人の智恵に学ぶ / 岩附正明著. -- 大学教育出版,
理工系学生のための大学入門 : アカデミック・リテラシーを学ぼう! / 金田徹, 長谷川
4F開架新体系 377.9//KA43//2149
裕一編著. -- ナカニシヤ出版, 2012.3.
7F新体系
377.9//TA33//9451
大学生入門 / 高橋三郎, 新田光子著. -- 世界思想社, 2001.6.
4F開架新体系 377.9//TA77//5854
大学生活ナビ / 玉川大学編. -- 第2版. -- 玉川大学出版部, 2011.3.
大学で学ぶ議論の技法 / T・W・クルーシアス, C・E・チャンネル著 ; 杉野俊子, 中西
3F開架新体系 809.6//C94//0112
千春, 河野哲也訳. -- 慶應義塾大学出版会, 2004.9.
3F開架新体系 816.5//I37//1921
レポート論文のstart line : 書ける自分を作る / 居駒永幸 [ほか] 編. -- おうふう,
3F開架新体系 816.5//I75//5742
ゼロからわかる大学生のためのレポート・論文の書き方 / 石井一成著. -- ナツメ社,
「名文」に学ぶ表現作法 / 木下長宏著. -- 明石書店, 2005.4. -- (大学生のためのレ
3F開架新体系 816.5//KI46//7761
ポート・小論文の書きかた / 木下長宏著 ; 続).
大学生のためのレポート・論文術 / 小笠原喜康著. -- 新版. -- 講談社, 2009.11. -4F新書版
816.5//O22//5829
(講談社現代新書 ; 2021).
3F開架新体系 816.5//U26//7194
論文作成のためのパソコン入門 / 宇多賢治郎著. -- 第2版. -- 学文社, 2012.3.
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書名
大学生のための日本語表現トレーニング / 橋本修, 安部朋世, 福嶋健伸編著. -- ス
キルアップ編 テキスト - ドリル編 セット. -- 三省堂, 2008.9-2010.9.
大学生のための日本語表現トレーニング / 橋本修, 安部朋世, 福嶋健伸編著. -- ス
キルアップ編 テキスト - ドリル編 セット. -- 三省堂, 2008.9-2010.9.
大学生からの文章表現 : 無難で退屈な日本語から卒業する / 黒田龍之助著. -- 筑
摩書房, 2011.2. -- (ちくま新書 ; 889).
論文・レポートの基本 : この1冊できちんと書ける! / 石黒圭著. -- 日本実業出版社,
大学生のための論理的に書き、プレゼンする技術 / 菊田千春, 北林利治著. -- 東洋
経済新報社, 2006.3.
大学生のための文学トレーニング / 河野龍也 [ほか] 編著. -- 近代編. -- 三省堂,
大学生のための文学レッスン / 蔦尾和宏 [ほか] 編著. -- 古典編, 近代編. -- 三省
堂, 2010.1-2011.6.
大学生のための文学レッスン / 蔦尾和宏 [ほか] 編著. -- 古典編, 近代編. -- 三省
堂, 2010.1-2011.6.

巻号次 配置場所

請求記号

実践編 3F開架新体系 816//H38//2527
スキルアップ
3F開架新体系 816//H38//9928
4F新書版

816//KU72//9756

3F開架新体系 816.5//I73//5577
4F開架新体系 816.5//KI29//9246
近代編 3F開架新体系 910.2//KO76//8694
近代編 3F開架新体系 910.7//TS92//3382
古典編 3F開架新体系 910.7//TS92//6330

【キャリアデザイン】
キャリアデザイン】
巻号次 配置場所
請求記号
書名
3F開架新体系 141.5//H46//1890
大学生諸君! : 今求められる問題解決力 / 早川修著. -- 流通経済大学出版会,
7F新体系
159.4//H71//1333
仕事が面白くなる50の考え方 / 弘兼憲史著. -- 大和書房, 2002.12.
僕たちはいつまでこんな働き方を続けるのか? / 木暮太一著. -- 星海社. -- (星海社
4F新書版
159.4//KO26//8697
新書 ; 14).
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 / 松野弘編著. 3F開架新体系 159.4//MA84//4357
- ミネルヴァ書房, 2011.7.
二十歳までに考えておきたい12のこと : 現代人の暮らしといのち / 近藤卓編著 ; 米田
3F開架新体系 159.7//KO73//8485
朝香, 弓田千春著. -- 大修館書店, 2012.9.
3F開架新体系 159.7//KY1//3715
これからを生き抜くために大学時代にすべきこと / 許光俊著. -- ポプラ社, 2010.3.
大学時代出会わなければならない50人 / 中谷彰宏著. -- PHP研究所, 2001.7. -4F文庫版
159.7//N43//4273
(PHP文庫).
大学時代しなければならない50のこと / 中谷彰宏[著]. -- PHP研究所, 2000.12. -4F文庫版
159.7//N43//4945
(PHP文庫).
社会に出てから役に立つ考え方 : 鷲田流「人間通」になれる本 / 鷲田小弥太著. -3F開架新体系 159.7//W42//0638
大和書房, 1998.8.
3F開架新体系 159.7//W42//4555
大学で学ぶべきこと、学ばなくてよいこと / 鷲田小彌太著. -- PHP研究所, 1998.4.
20歳のときに知っておきたかったこと / ティナ・シーリグ著 ; 高遠裕子訳. -- 阪急コ
3F開架新体系 159//SE15//1691
ミュニケーションズ, 2010.3. -- (スタンフォード大学集中講義 ; [1]).
大卒フリーター問題を考える / 居神浩 [ほか] 著. -- ミネルヴァ書房, 2005.3. -- (神
7F新体系
366.8//I23//3418
戸国際大学経済文化研究所叢書 ; 7).
大学生のための1年間留学 : アメリカ・カナダ・イギリス・オーストラリア・ニュージーラン
2011年 4F開架新体系 377.6//KO51//2621
ド : challenge now! / ICC国際交流委員会編. -- 2006年 - 2011年. -- 三修社,
イギリスで学ぶ : 英国カルチャースクール・ガイド / 丸茂和博, クロスメディア編. -- 双
7F新体系
377.6//MA55//8781
葉社, 1998.5.
留学を決めたあなたへ : 人種主義体験とそのコーピング / 西牟田祐美子著. -- 学文
4F開架新体系 377.6//N84//5380
社, 2012.1.
スタディー・スキルズ : 英米の大学で学ぶための技術 / M. J. ウォレス著 ; 萬戸克憲
7F新体系
377.6//W36//3453
訳. -- 大修館書店, 1991.2.
詳解大学生のキャリアガイダンス論 : キャリア心理学に基づく理論と実践 / 若松養亮,
4F開架新体系 377.9//W21//8486
下村英雄編. -- 金子書房, 2012.9.
4F新書版
816//KO24//9271
20歳の自分に受けさせたい文章講義 / 古賀史健著. -- 星海社. -- (星海社新書 ;
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【コミュニケーション 悩み 】
巻号次 配置場所
請求記号
書名
君はどう考え、どう行動するか? / 麗澤大学道徳科学教育センター著. -- 麗澤大学出
3F開架新体系 150//R25//5801
版会. -- (大学生のための道徳教科書 ; 実践編).
大学生のための道徳教科書 : 君はどう生きるか? / 麗沢大学道徳科学教育センター
3F開架新体系 150//R25//7701
著. -- 麗沢大学出版会.
「友だちいない」は"恥ずかしい"のか : 自己を取りもどす孤独力 / 武長脩行著. -- 平
4F新書版
159.7//TA64//1388
凡社, 2012.3. -- (平凡社新書 ; 633).
大学生が出会う法律問題 : アルバイトから犯罪・事故まで役立つ基礎知識 / 信州大
4F開架新体系 320.4//SH69//1842
学経済学部経済システム法学科編. -- 改訂版. -- 創成社, 2011.9.
大学生が出会う経済・経営問題 : お金の話から就職活動まで役立つ基礎知識 / 信州
4F開架新体系 330.4//SH69//9867
大学経済学部経済学科編. -- 創成社, 2012.11.
4F新書版
336.49//H87//8528
「ホンネ」を引き出す質問力 / 堀公俊著. -- PHP研究所, 2009.9. -- (PHP新書 ;
対人関係力の伸ばし方 : 人づきあいを豊かにする44の知恵 / 北林才知著. -- 日経
7F新体系
336.49//KI61//7876
連出版部, 2000.3.
7F新体系
361.45//H64//7914
自己カウンセリングとアサーションのすすめ / 平木典子著. -- 金子書房, 2000.3.
あなたの表現はなぜ伝わらないのか : 論理と作法 / 古郡廷治著. -- 中央公論新社,
4F新書版
361.454//F92//9798
2011.2. -- (中公新書 ; 2098).
プロカウンセラーの聞く技術 / 東山紘久著||プロ カウンセラー ノ キク ギジュツ
4F開架新体系 361.454//H55//3171
アサーション入門 : 自分も相手も大切にする自己表現法 / 平木典子著. -- 講談社,
4F新書版
361.454//H64//0012
2012.2. -- (講談社現代新書 ; 2143).
五感で磨くコミュニケーション / 平本相武著. -- 日本経済新聞社, 2006.9. -- (日経
4F新書版
361.454//H65//5260
文庫 ; 1120).
4F新書版
361.454//I33//1668
わかりやすく「伝える」技術 / 池上彰著. -- 講談社, 2009.7. -- (講談社現代新書 ;
読顔力 : コミュニケーション・プロファイルの作り方 / 佐藤親次, 簑下成子著. -- 小学
4F新書版
361.454//SA85//6532
館, 2009.12. -- (小学館101新書 ; 066).
自分のことをしゃべりすぎる若者たち / 杉浦由美子[著]. -- 講談社, 2012.6. -- (講談
4F新書版
361.454//SU48//4624
社+α新書 ; 589-1B).
大学生のためのソーシャルスキル / 橋本剛著. -- サイエンス社, 2008.1. -- (ライブラ
4F開架新体系 377.9//H38//8929
リソーシャルスキルを身につける ; 5).
大学生がカウンセリングを求めるとき : こころのキャンパスガイド / 小林哲郎, 高石恭
4F開架新体系 377.9//KO12//2609
子, 杉原保史編著. -- ミネルヴァ書房, 2000.6.
大学は出会いの場 : インターネットによる教授のメッセージと学生の反響 / 稲場秀明
7F新体系
377.9//I51//0804
編著. -- 大学教育出版, 2003.4.
自信力が学生を変える : 大学生意識調査からの提言 / 河地和子著. -- 平凡社,
4F新書版
377.9//KA28//8440
2005.6. -- (平凡社新書 ; 276).
フツーな大学生のアナタへ : 大学生活を100倍エキサイティングにした12人のメッセー
4F開架新体系 377.9//KU95//9440
ジ / 桑島紳二, 花岡正樹著. -- くろしお出版, 2008.4.
大学生がダマされる50の危険 / 三菱総合研究所, 全国大学生活協同組合連合会著.
4F新書版
377.9//MI63//9758
-- 青春出版社, 2011.2. -- (青春新書PLAY BOOKS ; P-918).
自己発見とあなたの挑戦 : 大学生活をリッチにする入門講座 / 小野良太著. -- 大学
4F開架新体系 377.9//O67//8748
教育出版, 2006.5.
女子大生がカウンセリングを求めるとき : こころのキャンパスガイド / 鈴木乙史, 佐々
4F開架新体系 377.9//SU96//2216
木正宏, 吉村順子編著. -- ミネルヴァ書房, 2002.3.
4F開架新体系 377.9//TS57//9245
大学生の生き方・考え方 : 脱フリーター宣言! / 塚谷正彦著. -- 実教出版, 2004.4.
7F新体系
377.9//U82//0760
学生になる! : 進学が決まった時に読む本 / 浦上昌則著. -- 北大路書房, 2006.12.
4F開架新体系 377.9//W12//3069
学びの一歩 : 大学の主人公になる / 和田寿博 [ほか] 編著. -- 新日本出版社,
大学生の発達障害 : 不思議な「心」のメカニズムが一目でわかる / 佐々木正美, 梅永
4F開架新体系 378//D16//0365
雄二監修. -- 講談社, 2010.2. -- (こころライブラリー : イラスト版).
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