
人文社会学部

教員名 書名 著者名 出版社 発行年 請求記号 図書ID

小野寺　進
イノベーション・オブ・ライフ : ハーバード・ビジネ
ススクールを巣立つ君たちへ

クレイトン・M・クリステンセン, ジェームズ・ア
ルワース, カレン・ディロン著 ; 櫻井祐子訳 翔泳社 2012 159//C58i

08308624
08308636

小野寺　進 Life shift (ライフシフト) : 100年時代の人生戦略
リンダ・グラットン, アンドリュー・スコッ
ト著 ; 池村千秋訳 東洋経済新報社 2016 159//G78L

08308600
08308612

小野寺　進 Grit (グリット) : 平凡でも一流になれる「やり抜く力」
リンダ・キャプラン・セイラー, ロビン・
コヴァル著 ; 三木俊哉訳 日経BP社 2016 159//Tｈ1ｇ

08308586
08368598

黄　孝春
近代の青森県における企業家ネットワークの研
究 : 人間関係の数値化・視覚化の視点から

南勉著 北の街社 2016 A335.21//Mi37ｋ
08308966
08308978

黄　孝春 グローバル下のリンゴ産業 : 世界と青森
カーペンター・ビクター, 黄孝春,
神田健策編著

弘前大学出版会 2017 A625.21//V67ｇ
08311338
08311341

中村　武司 コピペと言われないレポートの書き方教室 山口裕之 新曜社 2013 816.5//Y24k 08582915
08582927

中村　武司 人文学への接近法──西洋史を学ぶ 服部良久ほか編
京都大学学術
出版会

2010 230//J52
08000858
08582930

中村　武司 日本人はなぜ存在するか 與那覇潤
集英社：集英社
文庫

2018 361.42//Y82n 08582954
08582942

中村　武司 民族という虚構 小坂井敏晶
筑摩書房：ちく
ま学芸文庫

2011 361.6//Ko98m 08582966
08582978

中村　武司 読んでいない本について堂々と語る方法 ピエール・バイヤール
筑摩書房：ちく
ま学芸文庫

2016 019//B29y
08582993
08582981

李 永俊 経済学のセンスを磨く 大竹文雄
日本経済新聞
出版社

2015 331.04//O82k
08583157
08583160

李 永俊 競争社会の歩き方 大竹文雄 中央公論新社 2017 080//C64//2447
08346550
08583172

令和3年度基礎ゼミナール指定図書

　本学の「基礎ゼミナール」の達成目標（６項目）のなかには，１）主体的・能動的学修の態度を獲得すること（学び
続ける力），２）問題発見能力を高めること（解決していく力），３）資料(情報)の検索･収集･整理に関する基本的技
能を習得すること，とありますように，図書館を利用することなしに，その目標を達成することはできません。そこ
で，図書館では「基礎ゼミナール」関連図書を重点的に整備することになりました。これは，「基礎ゼミナール」の
授業で学生に課題を与え，自主的な学習態度を促すことを目的とするもので，「指定図書（Reading Assignment）」
と位置づけました。

　背表紙に下記の図書推薦教員名を表示してあります。
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李 永俊 ヤバい経済学
スティーヴン・Ｄ・レヴィット　ス
ティーヴン・Ｊ・ダブナー

東洋経済新報
社

2016 331//L57y
08269583
08583184

李 永俊 人口80万人時代の青森を生きるー経済学者からのメッセージー李永俊・飯島裕胤編著
弘前大学出版
会

2019 332.12//I11j 08487650

李 永俊 「東京」に出る若者たちー仕事・社会関係・地域間格差ー
石黒格・李永俊・杉浦裕晃・山口
恵子・

ミネルヴァ書房 2012 361.7//To46
08094821
08094833

保田　宗良 大学生のためのディベート入門 内藤真理子・西村由美編著 ナカニシヤ出版 2018 809.6//N29ｄ
08455982
08455994

教育学部

教員名 書名 著者名 出版社 発行年 請求記号 図書ID

小学校コース基礎
ゼミ担当

学びとは何か : 「探究人」になるために 今井むつみ著 岩波書店 2016 141.3//I43ｍ 08386616

小学校コース基礎
ゼミ担当

大学生のためのレポート・論文術. 新版 小笠原喜康著 講談社 2009 816.5//O22 07918348

小学校コース基礎
ゼミ担当

子どもの姿に学ぶ教師 : 「学ぶ意欲」と「教育的
瞬間」

鹿毛雅治著 教育出版 2007 375.1//Ka18ｋ 08386628

天海　丈久
大学生学びのハンドブック : 勉強法がよくわかる!
(4訂版)

世界思想社編集部編 世界思想社 2018 377.15//D16
08386631
08386643

天海　丈久
大学生になるってどういうこと? : 学習・生活・キャ
リア形成

植上一希, 寺崎里水, 藤野真著 大月書店 2014 377.9//U34ｄ
08386655
08386667

天海　丈久
大学生のためのメンタルヘルスガイド : 悩む人、
助けたい人、知りたい人へ

松本俊彦編 大月書店 2016 377.9//D16 08386670

天海　丈久 大学1年生のための伝わるレポートの書き方 都筑学著 有斐閣 2016 816.5//Ts99ｄ
08386682
08386694

天海　丈久 ゼミで学ぶスタディスキル【第3版】
南田勝也・矢田部圭介・山下玲
子

北樹出版 2019 377.15//Mi37z
08526843
08582802

天海　丈久 特別支援学校教諭になるには 松矢勝宏・宮﨑英憲・高野聡子 ぺりかん社 2020 378//Ma91t
08583196
08583207

天海　丈久 教師という生き方 鹿嶋真弓 イースト・プレス 2017 374.3//Ka76k
08582814
08582826

天海　丈久 第５版　よくわかる社会福祉施設 教員免許志願者のためのガイドブック増田雅暢　執筆代表 社会福祉法人全国
社会福祉協議会 2018 369.13//Y79

08583210
08583222

天海　丈久 新版　就学時健診を考える　特別支援教育のいま 小笠　毅（編） 岩波書店 2019 080//I95//991
08445458
08582838

大谷　伸治 新編　教えるということ 大村はま著 筑摩書房 1996 370.4//O64ｓ
08455640
08455642

大谷　伸治 学級経営は「問い」が9割 澤井陽介著 東洋館出版社 2016 374.12//Sa94ｇ
08455664
08455676
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大谷　伸治
子どもが変わる授業 : 算数の先生が教える授業
づくりの秘訣

田中博史著 東洋館出版社 2015 375.41//Ta84ｋ
08455688
08455691

大谷　伸治
今求められる学力と学びとは : コンピテンシー・
ベースのカリキュラムの光と影

石井英真著 日本標準 2015 375//I75i
08455702
08455714

大谷　伸治 アクティブラーニング : 学校教育の理想と現実 小針誠著 講談社 2018 372.1//Ko11a
08455726
08455738

大谷　伸治 「資質・能力」と学びのメカニズム 奈須正裕著 東洋館出版社 2017 375.1//N56s
08455741
08455753

大谷　伸治 教師の学び方 澤井陽介著 東洋館出版社 2019 375.1//Sa94k
08464981
08464993

大谷　伸治
子どもが変わる接し方 : 9割の先生が気づいてい
ない学級づくりの秘訣

田中博史著 東洋館出版社 2014 374.12//Ta84ｋ
08455765
08455777

大谷　伸治
問いを創る授業 : 子どものつぶやきから始める主
体的で深い学び

鹿嶋真弓, 石黒康夫編著 図書文化社 2018 375.1//Ka76ｔ
08455780
08455792

大谷　伸治
たった一つを変えるだけ : クラスも教師も自立す
る「質問づくり」

ダン・ロスステイン, ルース・サン
タナ [著] ; 吉田新一郎訳

新評論 2015 375.1//R74ｔ
08455803
08455815

大谷　伸治 子どもと創る授業：学びを見とる目、深める技 奈須正裕 ぎょうせい 2013 375.1//N56k
08522731
08522743

大谷　伸治 教えることの復権 大村はま／苅谷剛彦・夏子 筑摩書房 2003 370.4//O64o
08522755
08522767

大谷　伸治 ことばの教育を問いなおす
鳥飼玖美子／苅谷夏子・苅谷剛
彦

筑摩書房 2019 375.8//To67k 08522770

大谷　伸治 学びとは何か 今井むつみ 岩波書店 2016 141.3//I43m 08386616

大谷　伸治 アクティブ・ラーニングとは何か 渡部淳 岩波書店 2020 375.1//W46a 08522782 

中山　忠政
知のスイッチ―「障害」からはじまるリベラルアー
ツ

嶺重 慎/広瀬 浩二郎/村田 淳
【編】/京都大学学生総合支援セ
ンター【協力】

岩波書店 2019 369.27//C47
08522565
08522577

中山　忠政
小中学生のための障害用語集―みんなに優しい
学校と社会を願って

柘植 雅義/『インクルーシブ教育
の未来研究会』【編著】

金剛出版 2019 369.27//Ts39s
08522580
08522592

中山　忠政
マンガで考える 障害者と社会の壁――妖怪バ
リャー vs. 心のバリアフリー

三島 亜紀子 生活書院 2019 369.27//Mi53m
08522603
08522615

中山　忠政
わかりやすい障害者権利条約―知的障害のある
人の権利のために

長瀬修 伏流社 2019 369.27//N22w 08556011

中山　忠政 えほん障害者権利条約 ふじい かつのり 汐文社 2015 316.1//F57e
08411711
08522627

増田　貴人
思考を鍛えるレポート・論文作成法 = Developing
critical thinking to write papers. 第3版

井下千以子著
慶應義塾大学
出版会

2019 816.5//I56ｓ
08455943
08455955

増田　貴人 それゆけ!論理さん : 大人のための学習マンガ 仲島ひとみ著 筑摩書房 2018 116//N34ｓ
08455967
08455970

増田　貴人 アメリカの大学生が学んでいる「伝え方」の教科書 スティーブン E. ルーカス著 SBクリエイティブ 2016 809.2//L96a
08456006
08456018
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増田　貴人
特別支援教育実践のコツ　発達障害のある子ど
もの〈苦手〉を〈得意〉にする

辻井正次編著 金子書房 2011 378//Ts42t 08456021

増田　貴人 きれいごと抜きのインクルーシブ教育 多賀一郎, 南惠介著 黎明書房 2017 378//Ta17ｋ
08456033
08456045

宮﨑　充治 英語独習法 今井むつみ 岩波書店 2020
080//2A//1860

830.7//I43e
08568726
08582725

宮﨑　充治 子どもの貧困と「ケアする学校」づくり 柏木智子 明石書店 2020 371.3//Ka77k
08582737
08582740

宮﨑　充治 教育は何を評価してきたのか 本田由紀 岩波書店 2020
080//2A//1829

372.1//H84k
08520941
08582752

宮﨑　充治 「気になる子」と言わない保育 赤木和重 ひとなる書房 2013 376.1//A29k
08582764
08582776

宮﨑　充治 学校へ行く意味・休む意味 滝川一広
日本図書セン
ター

2012 371.4//Ta72g
08582791
08582788

理工学部

教員名 書名 著者名 出版社 発行年 請求記号 図書ID

伊東　俊司
30時間でマスタープレゼンテーション+PowerPoint
2016 : Windows10対応

実教出版企画開発部編 実教出版 2016 007.63//Sa64
08389447
08389450

伊東　俊司
スタディスキルズ・トレーニング : 大学で学ぶため
の25のスキル　（改訂版）

吉原惠子 [ほか]著 実教出版 2017 377.15//ｓｔ9
20129442
20129454

伊東　俊司
学生のレポート・論文作成トレーニング : スキル
を学ぶ21のワーク　（改訂版）

桑田てるみ編 ; 桑田てるみほか
執筆

実教出版 2015 816.5//G16
08386578
08386581

伊東　俊司 理系大学生活ハンドブック 原田淳著 化学同人 2017 377.9//H32ｒ
08386593
08386604

伊東　俊司
ぜったい成功する!はじめての学会発表 : たしか
な研究成果をわかりやすく伝えるために

西澤幹雄著 化学同人 2017 407//N87ｚ
08389498
08389486

伊東　俊司
化学系のための安全工学 : 実験におけるリスク
回避のために

西山豊, 柳日馨編著 化学同人 2017 432.1//N87ｋ
08389462
08389474

佐々木一哉
水素エネルギー社会 : 「水素エネルギー社会に
関する調査研究」研究プロジェクト

山地憲治編・著
エネルギー・資
源学会

2008 501.6//Y26ｓ 08308523

根本　直樹
地球・生命の大進化 : ビジュアル版 : 46億年の物
語

田近英一監修 新星出版社 2012 450//C44
08455928
08455931

竹内　大介 ノーベル賞からみた有機化学入門. 第2版 石田寅夫著 デザインエッグ 2015 437//I72n
08458991
08459003

竹内　大介
ノーベル賞の科学 : 21世紀の知を読みとく : なぜ
彼らはノーベル賞をとれたのか

矢沢サイエンスオフィス編著 技術評論社 2009 377.7//Y67//Ka
08458952
08458964
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竹内　大介 きみの未来をさがしてみよう　化学のしごと図鑑 近畿化学協会　編 化学同人 2019 366.29//Ka16
08465005
08465017

竹内　大介 アイデアのつくり方
ジェームス・W・ヤング [著] ; 今
井茂雄訳

TBSブリタニカ 1988 674//Y95a
08456057
08456060

竹内　大介 高校教師が教える化学実験室. 3訂版 山田暢司著 工学社 2017 432//Y19k
08456072
08456084

竹内　大介
生命科学・医療系のための情報リテラシー : 情報
検索からレポート, 研究発表まで

飯島史朗, 石川さと子著 丸善出版 2011 407//I27s
08458976
08458988

竹内　大介 アイデアのヒント
ジャック・フォスター著 ; 青島淑
子訳

TBSブリタニカ 2003 141.5//F41a
08456096
08456107

農学生命科学部

教員名 書名 著者名 出版社 発行年 請求記号 図書ID

岩井　邦久 機能性表示食品data book 日本抗加齢協会監修
メディカルレ
ビュー社

2015 498.5//Ki46
08308562
08308574

岩井　邦久
食品機能の表示と科学 : 機能性表示食品を理解
する

清水俊雄著 同文書院 2015 498.5//Sh49ｓ
08306718
08306721

岩井　邦久
やっぱり大好き食品添加物　食品の裏側２　実態
編

安部司著
東洋経済新報
社

2014 498.51//A12
08306733
08306745

岩井　邦久
ポリフェノール : 機能性成分研究開発の最新動
向

波多野力, 下田博司監修
シーエムシー出
版

2016 498.55//P82 08306605

岩井　邦久 日本食およびその素材の健康機能性開発 矢沢一良監修
シーエムシー出
版

2016 588//N71 08306617

田中　和明 文章が劇的にウマくなる「接続詞」 山口 拓朗 明日香出版社 2019 336.5//Y24b
08583095
08583083

田中　和明 大学生のための レポート・卒論で困らないワード/パワポ/エクセルのコツ
染谷 昌利 (監修), 加藤 瑞貴
(著)

秀和システム 2020 007.63//Ka86d
08583106
08583118

田中　和明 大学1年生の君が、はじめてレポートを書くまで。 川崎昌平  (著) ミネルヴァ書房 2020 816.5//Ka97d
08538735
08583121

田中　和明 図解でわかる! 理工系のためのよい文章の書き方 論文・レポートを自力で書けるようになる方法
福地 健太郎 (著), 園山 隆輔
(著)

翔泳社 2019 407//F74z 08573004

田中　和明 まんがでわかる　理科系の作文技術 
久間月 慧太郎 (イラスト), 木下
是雄  (その他)

中央公論新社 2018 407//Ki46m
08583133
08583145

津田　治敏 生態進化発生学―エコ‐エボ‐デボの夜明け S.F.ギルバート 他
東海大学出版
会

2012 463.8//G44
07983333
08583071

津田　治敏 食の安全と環境−「気分のエコ」にはだまされない 松永 和紀 日本評論社 2010 519.08//Sh88//11
08583017
08583005
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津田　治敏 ニセ科学を見抜くセンス 左巻 健男 新日本出版社 2015 404//Sa57n
08583020
08583032

津田　治敏 近代日本の乳食文化 Jミルク 編 中央法規出版 2020 648.1//E34k
08583044
08583056

津田　治敏 10万個の子宮 村中 璃子 平凡社 2018 495.43//Mu51j
08583068
08393166

医学部医学科

教員名 書名 著者名 出版社 発行年 請求記号 図書ID

井原　一成 統計学を哲学する 大塚淳
名古屋大学出
版会

2020 417//O88t 08572558

井原　一成 学術書を読む 鈴木哲也
京都大学学術
出版会

2020 019//Su96g 08563104

井原　一成
日本食品成分表2021 八訂 栄養計算ソフト・電子
版付

医歯薬出版編 医歯薬出版 2021

森　文秋 LIFE SCIENCE(ライフサイエンス)長生きせざるをえない時代の生命科学講義 吉森 保 日経BP 2020 463.6//Y91L
08582853
08582841

森　文秋 SWITCH(スイッチ)オートファジーで手に入れる究極の健康長寿 
ジェームズ・W・クレメント、クリス
ティン・ロバーグ (著), 児島 修
(翻訳)

日経BP 2021 498.58//C77s
08582865
08582877

森　文秋 かぐわしき植物たちの秘密 香りとヒトの科学 田中 修、 丹治 邦和  山と溪谷社 2021 471.3//Ta84k
08582880
08582892

森　文秋 植物はなぜ毒があるのか 草・木・花のしたたかな生存戦略田中 修、 丹治 邦和 幻冬舎新書 2020 471.9//Ta84s
08527480
08582903

社会医学
健康の経済学―医療費を節約するために知って
おきたいこと

康永秀生 中央経済社 2019 498.13//Y65k
08522666
08522678

社会医学  ディープラーニングがわかる数学入門  涌井良幸, 涌井貞美 技術評論社 2017 007.1//W35d
08522681
08522693

社会医学 高血圧治療ガイドライン2019（JSH2019） 日本高血圧学会
日本高血圧学
会

2019 493.25//Ko42//2019
20131522
20131534

社会医学 脳卒中治療ガイドライン2015［追補2019対応］
日本脳卒中学会・脳卒中合同ガ
イドライン委員会

協和企画 2019 493.73//N97//2015-t2019
20131445
20131457

社会医学 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017年版
一般社団法人日本動脈硬化学
会

一般社団法人
日本動脈硬化
学会

2017 493.24//D85//2017
20131460
20131472

社会医学
動脈硬化性疾患予防のための脂質異常症診療
ガイド 2018年版

一般社団法人日本動脈硬化学
会

一般社団法人
日本動脈硬化
学会

2018 493.2//Sh91//2018
20131484
20131496

社会医学 糖尿病診療ガイドライン 2019 日本糖尿病学会 南江堂 2019 493.12//N71t//2019
20131507
20131510
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医学部保健学科

教員名 書名 著者名 出版社 発行年 請求記号 図書ID

會津　桂子
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

岸啓介著 インプレス 2017 336.4//Ki56i
08308675
08308687

會津　桂子
学生のためのプレゼンテーション・トレーニング :
伝える力を高める14ユニット

プレゼンテーション研究会 [編] ;
藤田直也ほか執筆

実教出版 2015 361.4//P97g
08308648
08308651

會津　桂子
ディープ・アクティブラーニング : 大学授業を深化
させるために

松下佳代, 京都大学高等教育研
究開発推進センター編著

勁草書房 2015 377.15//Ma88
08233776
08308663

小河　妙子 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 816.5//I75z
08582701
08582713

佐藤　真由美
これだけは知っておきたい「プレゼンテーション」の基本
と常識 : 会社では教えてくれないノウハウ!. 改訂新版 ザ・アール著 フォレスト出版 2017 336.4//Z1k

08308690
08308701

佐藤　真由美 大学生のための知的技法入門. 第2版
佐藤望編著 ; 湯川武, 横山千晶,
近藤明彦著

慶應義塾大学
出版会

2012 377.15//A28 08154727

佐藤　真由美 大学生のためのレポート・論文術. 新版 小笠原喜康著 講談社 2009 816.5//O22
07918348
07918351

佐藤　真由美 レポート・論文の書き方入門. 第3版 河野哲也著
慶應義塾大学
出版会

2002 816.5//Ko76
07338727
07371310

佐藤　真由美 レポート・論文の書き方入門. 第4版 河野哲也著
慶應義塾大学
出版会

2018 816.5//Ko76r 08439937

佐藤　真由美
クリティカル・リーディング入門 : 人文系のための
読書レッスン

大出敦著
慶應義塾大学
出版会

2015 817.5//O31k
08308713
08308725

テーマ 書名 著者名 出版社 発行年 請求記号 図書ID

初年次教育全般 ゼミで学ぶスタディスキル. 改訂版
南田勝也, 矢田部圭介, 山下玲
子著

北樹出版 2013 377.15//Mi37
08094604
08095416

初年次教育全般 大学生の学習テクニック. 第3版 森靖雄著 大月書店 2014 377.15//Mo45 08262982

初年次教育全般
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 2012 377.9//U26 08182206

初年次教育全般
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

専修大学出版企画委員会編
専修大学出版
局

2009 377.15//C47
08093614
08093626

初年次教育全般
アカデミック・スキルズ(第2版)―大学生のための
知的技法入門

佐藤望編著 ; 湯川武, 横山千晶,
近藤明彦著

慶應義塾大学
出版会

2012 377.15//A28
08154727  08158904
08158916　08456693

学生の発表力・質問力の向上を図る
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初年次教育全般 大学生 学びのハンドブック 改訂版 世界思想社編集部編 世界思想社 2011 377.15//D16
08158928
08158931

初年次教育全般 大学生　学びのハンドブック　４訂版 世界思想社編集部編 世界思想社 2018 377.15//D17 08456755

初年次教育全般
大学 学びのことはじめ―初年次セミナーワーク
ブック

佐藤智明, 矢島彰, 山本明志編 ナカニシヤ出版 2011 377.9//D16
08160085　08160097

08456666

初年次教育全般
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 北大路書房 2006 377.15//F67
08158943　08158955

08456743

初年次教育全般 [高等教育シリーズ] 大学で勉強する方法
ノエル・エントウィスル著 ; 山口
栄一訳

玉川大学出版
部

1995 377.15//Ko79
08158967　08158970

08456678

初年次教育全般
知へのステップ-大学生からのスタディ・スキルズ
- 第4版

学習技術研究会編著 くろしお出版 2002 377.15//G16
08200027
08200030

初年次教育全般 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 377.15//H71
07392897　07392908
08158688　08158691

08456642

初年次教育全般
知のナヴィゲーター : 情報と知識の海--現代を
航海するための

中澤務・森貴志・本村康哲編 くろしお出版 2007 377.15//C47
08158640　08158652

08456630

日本語表現
「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

渡辺哲司著 学術出版会 2010 377.15//W46k 08110736

日本語表現
大学への文章学 : コミュニケーション手段として
のレポート・小論文

渡辺哲司著 学術出版会 2013 377.15//W46ｄ 08110712

日本語表現
日本語力をつける文章読本 : 知的探検の新書30
冊

二通信子, 門倉正美, 佐藤広子
編

東京大学出版
会

2012 816//N71 08080821

日本語表現
ピアで学ぶ大学生の日本語表現-プロセス重視
のレポート作成

大島弥生 [ほか] 著 ひつじ書房 2005 816.5//P58
08158702
08158714

日本語表現
ピアで学ぶ大学生の日本語表現 : プロセス重視
のレポート作成. 第2版

大島弥生 [ほか] 著 ひつじ書房 2014 816.5//P58 08456731

日本語表現
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

橋本修, 安部朋世, 福嶋健伸編
著

三省堂 2008 810//H38//Su
08158842　08158854

08156704

日本語表現 大学生のための日本語表現トレーニング 実践編
橋本修, 安部朋世, 福嶋健伸編
著

三省堂 2009 810//H38//Ji
08158866　08158878

08156728

日本語表現
大学生のための日本語表現トレーニング ドリル
編

橋本修, 安部朋世, 福嶋健伸編
著

三省堂 2010 810//H38//Do
08158881　08158893

08456716

テーマ 書名 著者名 出版社 発行年 請求記号 図書ID

レポート・論文作成 これから論文を書く若者のために 大改訂増補版 酒井聡樹著 共立出版 2006 816.5//Sa29
08158803
08158815

レポート・論文作成
これから論文を書く若者のために. 究極の大改訂
版

酒井聡樹著 共立出版 2015 816.5//Sa29 08211693

学生の発表力・質問力の向上を図る
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http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB07624694
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB07624694
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http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA76202447
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http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BN13119737?
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB18344521
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB18344521
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA72326878
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA81621824
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA81621824
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB03703278
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB03703278
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB12546567
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB12546567
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB10047205
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB10047205
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA71283747
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA71283747
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA87035198
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA87035198
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA87035198
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA87035198
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA87035198
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA76339838
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB18501663
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB18501663


レポート・論文作成
学生・院生のためのレポート・論文の作成マニュ
アル

滝川好夫著 NetLibrary 2014 816.5//Ta71 24002547
（電子ブック）

レポート・論文作成
社会科学系のための「優秀論文」作成術 : プロの
学術論文から卒論まで

川崎剛著 勁草書房 2010 816.5//Ka97 08075821

レポート・論文作成 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

2012 816.5//I73
08152747
08152750

レポート・論文作成 論文ゼミナール 佐々木健一著
東京大学出版
会

2012 816.5//Sa75
08181611
08200333

レポート・論文作成 論文の教室 : レポートから卒論まで. 新版 戸田山和久著 NHK出版 2012 816.5//To17
08094667
08094670

レポート・論文作成
論文作成のための文章力向上プログラム -アカ
デミック・ライティングの核心をつかむ

村岡貴子, 因京子, 仁科喜久子
著

大阪大学出版
会

2013 816.5//Mu55
08158664　08158676

08456654

レポート・論文作成
大学生と大学院生のためのレポート・論文の書き
方. 第2版

吉田健正著 ナカニシヤ出版 2004 816.5//Y86
08158780
08158792

レポート・論文作成 思考を鍛えるレポート・論文作成法 第2版 井下千以子著
慶應義塾大学
出版会

2014 816.5//I56
08158982
08158994

レポート・論文作成
思考を鍛えるレポート・論文作成法 = Developing
critical thinking to write papers. 第3版

井下千以子著
慶應義塾大学
出版会

2019 816.5//I56ｓ 08456767

プレゼンテーション
あなたのプレゼン誰も聞いてませんよ! : シンプル
に伝える魔法のテクニック

渡部欣忍著 南江堂 2014 490.7//W46 08168513

プレゼンテーション
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, 井庭研究室著
慶應義塾大学
出版会

2013 361.4//I11 08106094

プレゼンテーション
一生使える見やすい資料のデザイン入門 : プレ
ゼン資料が劇的改善

森重湧太著 インプレス 2016 336.4//Mo63i
08293443
08293455

プレゼンテーション
学校じゃ教えてくれないまとめる技術 : プレゼン
や商談の資料作成・レポート作りで!

永山嘉昭著 大和書房 2016 336.55//N25 08263146

プレゼンテーション
学生のためのプレゼン上達の方法 : トレーニング
とビジュアル化

塚本真也, 高橋志織著 朝倉書店 2012 809.2//Ts54
08152266
08152278

プレゼンテーション
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 002.7//Ma81
08159006
08159018

プレゼンテーション
大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベー
ト」の方法. 改訂第2版

松本茂, 河野哲也著
玉川大学出版
部

2015 002.7//Ma81ｄ 08279091

プレゼンテーション
これから学会発表する若者のために―ポスターと
口頭のプレゼン技術

酒井聡樹著 共立出版 2008 002.7//Sa29
08158726
08158738

プレゼンテーション
これから学会発表する若者のために : ポスターと
口頭のプレゼン技術. 第2版

酒井聡樹著 共立出版 2018 002.7//Sa29ｋ 08456770

グループワーク グループ学習入門 : 学びあう場づくりの技法 新井和広, 坂倉杏介著
慶應義塾大学
出版会

2013 377.15//A62
08106132
08200271

グループワーク
授業力アップアクティブ・ラーニング : グループ学
習・ICT活用・PBL

市坪誠編著 ; 油谷英明 [ほか]
著

実教出版 2016 377.15//J92 08280698
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http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/MD20308876
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/MD20308876
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB01765944
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB01765944
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http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB12237697
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http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA67092891
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB14959422
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB15276516
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB15276516
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB1153429X
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB1153429X
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20559407
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20559407
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21084203
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