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＜1回生セミナー関連図書展示＞
先生がお薦めする『大学で学ぶ』を知る本

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. ‑‑ 玉川大学出版
部, 2007.3.

配置場所

請求記号

資料ID

推薦コメント（推薦教員）

3F開架新 002.7//MA81/
11701918218
体系
/1821

研究発表の方法 : 留学生と日本人学生のためのレポー
3F開架新 002.7//SA25/
ト作成・口頭発表の準備の手引き / 斉山弥生, 沖田弓
11701247618
体系
/4761
子著. ‑‑ 第3版. ‑‑ 産能短期大学.

レポートの書き方、発表のしかた
など、大学で学ぶ上で必要なスキ
ルがわかりやすく紹介されていま
す。(大教センター・矢野先生)
限られた時間で効率よく勉強や教

「知」のソフトウェア / 立花隆著. ‑‑ 講談社,
1984.3. ‑‑ (講談社現代新書 ; 722)

3F開架新 002.7//TA13/
養を高めたいという人はぜひ読ん
11702034023 でください。 （大教センター・
体系
/3402
大久保先生）

新・知の技法 / 小林康夫, 船曳建夫編. ‑‑ 東京大学
出版会, 1998.4.

7F新体系

002//KO12//2
11400822703
270

002//KO12//2
知の技法 : 東京大学教養学部「基礎演習」テキスト /
7F新体系
11400426372
小林康夫, 船曳建夫編. ‑‑ 東京大学出版会, 1994.4.
637
学問はおもしろい : 「知の人生」へどう出発したか /
3F開架新 002//SE73//2
選書メチエ編集部編. ‑‑ 講談社, 2001.3. ‑‑ (講談社
11701121193
体系
119
選書メチエ ; 210).

002//TO79//2
新・学問のすすめ : アウトサイダーの世界 / 外山滋
4F文庫版
11790129750
比古[著]. ‑‑ 講談社, 1984.4. ‑‑ (講談社学術文庫).
975
知的生産の技術 / 梅棹忠夫著. ‑‑ 岩波書店, 1969.7.
B2中央旧 002//U2//1
‑‑ (岩波新書 ; 青‑722).

00006931844
図書館を使いこなすための内容が

015//I57//95
11701595750 豊富です。（大教センター・飯吉
75
先生）

図書館に訊け! / 井上真琴著. ‑‑ 筑摩書房, 2004.8.
‑‑ (ちくま新書 ; 486). 巻号等

4F新書版

ぼくはこんな本を読んできた : 立花式読書論、読書
術、書斎論 / 立花隆著. ‑‑ 文藝春秋, 1995.12.

019//TA13//8
をおくるということはどのような
7F新体系
11100187647 ことかを説いています。 （大教
764

読書という切り口から、知的生活
センター・大久保先生）
知の技術 / 梅棹忠夫著 ; 中牧弘允編. ‑‑ 中央公論
社, 1992.2. ‑‑ (梅棹忠夫著作集 / 梅棹忠夫著 ; 石
毛直道 [ほか] 編 ; 第11巻).

3F開架新 081.6//U73//
11790182684
体系
8268

論理トレーニング101題 / 野矢茂樹著. ‑‑ 産業図書,
2001.5.

3F開架新 116//N97//39
11701139146
体系
14

論理トレーニング / 野矢茂樹著. ‑‑ 産業図書,
1997.11. ‑‑ (哲学教科書シリーズ).

3F開架新 116//N97//90
11700690768
体系
76

クリティカルシンキング : あなたの思考をガイドする
3F開架新 141.5//Z2//3
40の原則 / E.B.ゼックミスタ,J.E.ジョンソン著 ; 宮
11700530774
077
元博章[ほか]訳. ‑‑ 入門篇. ‑‑ 北大路書房, 1996.9. 体系
クリティカルシンキング / E.B.ゼックミスタ, J.E.
ジョンソン著 ; 宮元博章 [ほか] 訳. ‑‑ 実践篇. ‑‑
2版. ‑‑ 北大路書房, 2001.6.

3F開架新 141.5//Z2//7
11701976356
体系
635

歴史学入門 / 福井憲彦著. ‑‑ 岩波書店, 2006.1. ‑‑
(岩波テキストブックス ; α).

3F開架新 201//F76//59
11701759554 すく書かれています。（文・平田
体系
55
先生）

新しい歴史学の考え方がわかりや
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書名
無縁・公界・楽 : 日本中世の自由と平和 / 網野善彦
著. ‑‑ 増補. ‑‑ 平凡社, 1987.5. ‑‑ (平凡社選書 ;
58).

配置場所

請求記号

資料ID

推薦コメント（推薦教員）

3F開架新 210.4//A45//
日本歴史学の痛切を塗り変えた画
11790016650 期的な本です。（文・平田先生)
体系
1665

未来をひらく歴史 : 東アジア3国の近現代史 : 日本・
3F開架新 210.6//N88//
中国・韓国=共同編集 / 日中韓3国共通歴史教材委員会
11701791714
体系
9171
編著. ‑‑ 高文研, 2005.5.

東アジアの近現代史の問題がわか
りやすく書かれています。(文・
平田先生)

N222.01//M1/
中国史の入門書として最も優れた
00001276690 本です。(文・平田先生)
/1‑1A

中国史 / 宮崎市定著. ‑‑ 上, 下. ‑‑ 岩波書店,
1977.6‑1978.6. ‑‑ (岩波全書 ; 295,303).

3F開架N

阿部謹也自伝 / 阿部謹也著. ‑‑ 新潮社, 2005.5.

3F開架新 289//A12//2
学時代の学びについて紹介されて
11702024818 います。(大教センター・矢野先
体系
481

一橋大学の学長を務めた著者の大
生)
憲法・環境・平和問題についてわ

国の理想と憲法 : 「国際環境平和国家」への道 / 野
村昇平著. ‑‑ 七つ森書館, 2007.5.

4F開架新 304//N95//37
11701937440 かりやすく述べています。(文・
体系
44
平田先生)

定本想像の共同体 : ナショナリズムの起源と流行 /
ベネディクト・アンダーソン著 ; 白石隆, 白石さや
訳. ‑‑ 書籍工房早山. ‑‑ (社会科学の冒険 ; 2‑4).

4F開架新 311.3//A46//
11701954395 かりやすく論じています。(文・
体系
5439
平田先生)

国民・民族・国家主義の成立をわ

伝えるための書く技術 / デボラ・デュメーヌ [著] ;
4F開架新 336.55//D96/
向田千恵, 保科京子訳. ‑‑ ディスカヴァー・トゥエン
11701952456
体系
/5245
ティワン, 2006.11.
考える技術・書く技術 : 説得力を高めるピラミッド原
336.55//MI47
則 / バーバラ・ミント著 ; 山崎康司訳. ‑‑ ダイヤモ 7F新体系
11100211082
//1108
ンド社, 1995.4.
単なるハウツー本ではありませ
ん。コミュニケーションをとるこ
との重要性、またその基本を具体
的に判りやすく書いています。
（大教センター・大久保先生）

「相手の聞きたいこと」を話せ : プレゼンテーショ
ン・マインド / 大島武著. ‑‑ マキノ出版, 2006.3 :
プレゼンテーション・マインド 大島武著 マキノ出
版, 2006

4F開架新 361.4//O77//
11702034031
体系
3403

中国人の心理と行動 / 園田茂人著. ‑‑ 日本放送出版
協会, 2001.2. ‑‑ (NHKブックス ; 908).

4F開架新 361.42//SO45
中国人の行動様式が理解できるよ
11701110592 うになります。(文・平田先生)
体系
//1059

大学の倫理 / 蓮實重彦, アンドレアス・ヘルドリヒ,
広渡清吾編. ‑‑ 東京大学出版会, 2003.3.

4F開架新 377.1//H39//
11701363274
体系
6327

勉強のやり方がわかる。. ‑‑ 朝日新聞社, 2004.4. ‑‑ 4F開架新 377.15//B35/
11701573559
(AERA MOOK ; 98).
体系
/7355

大学基礎講座 : これから大学で学ぶ人におくる「大学
377.15//F67/
では教えてくれないこと」 / 藤田哲也編著. ‑‑ 北大 7F新体系
11701227925
/2792
路書房, 2002.3.

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. ‑‑ 北大路書房, 2006.3.

大学での学業の進め方について，
とても詳しく書いてあります。
（大教センター・西垣先生）

大学での学業の進め方について，
4F開架新 377.15//F67/
11701856046 とても詳しく書いてあります。
体系
/5604
（大教センター・西垣先生）

知へのステップ : 大学生からのスタディ・スキルズ / 4F開架新 377.15//G16/
11701345503
学習技術研究会編著. ‑‑ くろしお出版, 2002.4.
体系
/4550
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大学での学業の進め方について，
とても詳しく書いてあります。
（大教センター・西垣先生）
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配置場所

請求記号

資料ID

18歳からの教養ゼミナール / 家田愛子編著. ‑‑ 北樹
出版, 2005.4.

4F開架新 377.15//I21/
11701659192
体系
/5919

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, 2005.5.

4F開架新 377.15//KI71
11701807239
体系
//0723

推薦コメント（推薦教員）

How to study : suggestions for high school and
college students.Arthur W. Kornhauser ; : hbk , : 4F開架新 377.15//KO7
11702031870
pbk ‑‑ 3rd ed. / revised by Diane M. Enerson. ‑‑ 体系
9//3187
London : University of Chicago Press, c1993

『大学で勉強する方法─シカゴ大
学テキスト』 の原著。（大教セ
ンター・飯吉先生）

大学で勉強する方法 : シカゴ大学テキスト / A・W・
コーンハウザー著 ; D・M・エナーソン改訂 ; 山口栄
一訳. ‑‑ 玉川大学出版部, 1995.9.

4F開架新 377.15//KO7
11702033918
体系
9//3391

タイトルには、勉強する方法とあ
りますが、方法そのものよりも、
自分が大学で勉強することそれ自
体について考えてみるための良い
本です。（大教センター・飯吉先
生）

大学生の学び・入門 : 大学での勉強は役に立つ! / 溝
4F開架新 377.15//MI93
上慎一著. ‑‑ 有斐閣, 2006.3. ‑‑ (有斐閣アルマ ;
11701796770
体系
//9677
Interest).

「最近の学生は・・・ができない
から」という発想で考えられてい
る教育方法論はダメだ。見込みの
ある学生のための教育方法を考え
ないといけない，そういう趣旨で
書かれています。挑発的なことも
多く書かれているので刺激的かも
しれません。（大教センター・西
垣先生）

大学生の学習テクニック / 森靖雄著. ‑‑ 大月書店,
1995.2.

4F開架新 377.15//MO45
11700614453
体系
//1445

大学生の勉強マニュアル : フクロウ大学へようこそ / 4F開架新 377.15//N34/
11701964618
中島祥好, 上田和夫著. ‑‑ ナカニシヤ出版, 2006.3. 体系
/6461

タイトルから想像するようなマ
ニュアル本ではありません。大学
生としての心構えに関するメッ
セージが豊富に詰まっています。
1年生向けの本でありながら，内
容の半分以上は上回生や大学院生
のお話なので，長い視野で考える
のに役立つでしょう。（大教セン
ター・西垣先生）

アカデミック・スキルズ : 大学生のための知的技法入
4F開架新 377.15//SA85
門 / 佐藤望編著 ; 湯川武, 横山千晶, 近藤明彦著. ‑
11701865088
体系
//6508
‑ 慶応義塾大学出版会, 2006.10.
よくわかる学びの技法 / 田中共子編. ‑‑ ミネルヴァ
書房, 2003.4. ‑‑ (やわらかアカデミズム・「わか
る」シリーズ).

大学での学業の進め方について，
4F開架新 377.15//TA84
11701437268 とても詳しく書いてあります。
体系
//3726
（大教センター・西垣先生）

大学生のための知のスキル表現のスキル / 渡部淳著.
‑‑ 東京図書, 2007.6.

4F開架新 377.15//W46/
11701943240
体系
/4324
264頁以降の「学生諸君に｢レポー
トの書き方｣を教えて」や「大学
生の「学力」について─立ち枯れ
つつある「ものを学ぶ」能力─」
のあたりを読んでみて下さい。
（大教センター・飯吉先生）

大学教育の可能性 : 教養教育・評価・実践 / 寺崎昌
男著. ‑‑ 東信堂, 2002.9.

4F開架新 377.21//TE62
11701297654
体系
//9765

大阪市立大学の125年 : 1880‑2005年 / 大阪市立大学
125年史編集委員会編. ‑‑ 大阪市立大学, 2007.3.

4F開架新 377.28//O73/
11701909852 が今いる場所＝学んでいる足もと
体系
/0985
を確認するために読んでみて下さ

市大の現在に続く125年間の歴史
についてわかる読み物です。自分
い。（大教センター・飯吉先生）

大学で何をどう学ぶか / 飯田史彦著. ‑‑ PHP研究所,
2001.4. ‑‑ (PHP文庫).

４F文庫
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書名

配置場所

請求記号

資料ID

推薦コメント（推薦教員）

自己発見とあなたの挑戦 : 大学生活をリッチにする入 4F開架新 377.9//O67//
11701987486
門講座 / 小野良太著. ‑‑ 大学教育出版, 2006.5.
体系
8748
大学生入門 / 高橋三郎, 新田光子著. ‑‑ 改訂版. ‑‑
世界思想社, 2006.2.

4F開架新 377.9//TA33/
11701825165
体系
/2516

大学生活ナビ / 玉川大学コア・FYE教育センター編. ‑ 4F開架新 377.9//TA77/
11701795301
‑ 玉川大学出版部, 2006.4.
体系
/9530

学業だけではなく，キャリアデザ
インやタイムマネッジメントなど
幅広く取り扱っています。（大教
センター・西垣順子）
読んでみると、大学で学ぶにあ
たって、できているつもり、わ
かっているつもりで実は十分でき
ていない、わかっていないことが
あるのだと気づく機会を得ること
ができると思います。 （大教セ
ンター・渡邊先生）

学びの一歩 : 大学の主人公になる / 和田寿博 [ほか] 4F開架新 377.9//W12//
11701430693
編著. ‑‑ 新日本出版社, 2003.4.
体系
3069
「大学」活用術 : これ一冊でわかる! / 江藤茂博, 鷲 4F開架新 377//E78//35
11701735984
田小彌太著. ‑‑ 松柏社, 2005.4.
体系
98
中華料理の文化史

4F新書版

383.822//C52
中国料理の奥深い世界が見えてき
11702007474 ます。(文・平田先生)
//0747

ハーメルンの笛吹き男 : 伝説とその世界 / 阿部謹也
著. ‑‑ 筑摩書房, 1988.12. ‑‑ (ちくま文庫).

4F文庫版

新しい西洋社会史の世界を切り開
388.34//A12/
11700428730 いた古典的な本です。(文・平田
/2873
先生)

理科系の作文技術 / 木下是雄著. ‑‑ 中央公論社,
1981.9. ‑‑ (中公新書 ; 624).

4F新書版

407//KI46//4
11701543859
385

プラクティカル・プレゼンテーション / 上村和美, 内 3F開架新 809//U42//2
11702024719
田充美著. ‑‑ くろしお出版, 2005.3
体系
471

「発表しなさい」と言われても，
どうしていいかわからない。けれ
ど発表の仕方を事細かに授業中に
説明するのはある意味で授業時間
の無駄遣いです。発表（プレゼン
テーション）をすることになって
ら，この本を手にとって，自分で
創意工夫をしてみましょう。（大
教センター・西垣先生）

大学生のための論理的に書き、プレゼンする技術 / 菊 3F開架新 816.5//KI29/
11701836535
田千春, 北林利治著. ‑‑ 東洋経済新報社, 2006.3.
体系
/3653
レポートの組み立て方 / 木下是雄著. ‑‑ 筑摩書房,
1990.3. ‑‑ (ちくまライブラリー ; 36).

3F開架新 816.5//KI46/
11790114794 (大教センター・矢野先生)
体系
/1479

レポート・論文の書き方入門 / 河野哲也著. ‑‑ 第3
版. ‑‑ 慶應義塾大学出版会, 2002.12.

3F開架新 816.5//KO76/
11701334119 (大教センター・矢野先生)
体系
/3411

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

3F開架新 816.5//O22//
11701997147
体系
9714

日本語の作文技術 / 本多勝一著. ‑‑ : 新装版. ‑‑ 講 3F開架新 816//H84//71
11701771229
談社, 2005.9.
体系
22
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