
自分を変える伝える技術 

伝えるための思考力 

コミュニケーション力を養う 

KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。 

読みやすいビューア、未購入タイトルも含めた全文検索、試し読み・リクエスト機能など、 

長年の経験を活かし「本当に使われる電子図書館」をご提供します。 

精選3０タイトル 

同時アクセス１：155,232円(本体価) 

No.KD0128    2020年10月 

自宅で 

移動中に 

すきま
時間に ②無料アプリbREADER Cloudを 

   スマホにダウンロードしてログイン 
①学内でKinoDenのアカウントを   
   作って読みたい本をMy本棚に 

 
 
 
 

リモート閲覧のできる無料アプリ
bREADER Cloudで、ユーザーが
24時間どこからでも自分の 
スマホで電子書籍を読める 

紀伊國屋書店 電子書籍営業部 TEL：03-5719-2501 Mail： ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

たった１分で会話が弾み、印象
まで良くなる聞く力の 
教科書 
魚住りえ 
 
えっ？こんなに簡単？人に好かれる!仕
事に使える!雑談にも強くなる!人間関
係まで良くなる。苦手な人＆場面も５
０のコツで乗り切れる! 
（東洋経済新報社） 
 
同時アクセス１本体価：4,290円 

KinoDenなら 学外からスマホで読めるから 学習がはかどる 

世界は感情で動く 
マッテオ・モッテルリーニ 
 
世の中すべて「直感」からはじまる！銀
行の倒産、株価暴落、不動産市場の
動向、大統領選挙、イラク戦争、医者
の診断、裁判の判決、人事考課、性
格診断、宝くじの当選…。えっ！こんな
ことも？豊富なエピソードで一気に読め
る「脳の罠」回避法。 
（紀伊國屋書店） 
 
同時アクセス１本体価：5,830円 

noteではじめる  
新しいアウトプットの教室 
コグレマサト まつゆう* 
 
note で自己表現する方法、愛される
文章の書き方、継続してアウトプットし
続けるための極意など、いまの時代に
合った新しいアウトプットの仕方を学ぶこ
とができます。 
（インプレス） 
 
同時アクセス１本体価：5,280円 

プロカウンセラーの聞く技術 
東山紘久 
 
本当に人の話を「聞く」ことができると、人
間関係は驚くほどよくなる。本書は、「聞
く」ことのプロであるカウンセラーが、「聞き
上手」になるための極意を、実例をふくめ
てわかりやすく説いた1冊。 
（創元社） 
 
同時アクセス１本体価：4,620円 



書名 Product　ID 出版社名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

著者 ISBN

研究的思考法 KP00030842
三輪書店 201902 PDF ¥6,600 ¥9,900

樋口貴広 9784895906517

情報を集める技術・伝える技術 KP00025419
近代科学社Digital 201909 PDF ¥6,072 ¥12,144

飯尾淳 9784764960039

3つの自分で人づきあいがラクにな

る
KP00025923

創元社 201801 EPUBリフロー ¥4,620 ¥6,930

杉田峰康 9784422116747

世界は感情で動く KP00028348
紀伊國屋書店 202002 EPUBリフロー ¥5,830 ¥8,690

マッテオ・モッテルリーニ【著】

泉典子【訳】
9784314010542

地頭力を鍛える KP00005349
東洋経済新報社 200712 EPUBリフロー ¥3,520 ¥4,400 ¥5,280

細谷功 9784492555989

組織を動かすコミュニケーション力 KP00009074
実教出版 201010 PDF ¥4,950

高橋眞知子 9784407319910

入門『地頭力を鍛える』　３２の

キーワードで学ぶ思考法
KP00024334

東洋経済新報社 201908 EPUBリフロー ¥4,950 ¥6,600 ¥7,425

細谷功 9784492557884

就活のための自分マーケティング KP00006164
中央経済社 201112 PDF ¥3,135 ¥4,180

佐藤正弘 9784502691607

大学生のための交渉術入門 KP00019215
慶應義塾大学出版会 201712 PDF ¥4,950 ¥7,480

野沢聡子 9784766424874

たった１分で会話が弾み、印象まで

良くなる聞く力の教科書
KP00007813

東洋経済新報社 201705 EPUBリフロー ¥4,290 ¥5,720 ¥6,435

魚住りえ 9784492046104

3
相手を変えるよりも、まずは本当の自分に気づき自分を変えることで、人づきあいが驚くほど良好に！

交流分析でこじれる人間関係の悩みを解決！

4
世の中すべて「直感」からはじまる！銀行の倒産、株価暴落、不動産市場の動向、大統領選挙、

イラク戦争、医者の診断、裁判の判決、人事考課、性格診断、宝くじの当選…。えっ！こんなこと

も？豊富なエピソードで一気に読める「脳の罠」回避法。

本書は、大学1、2年生が最低限身につけておくべき情報利活用のスキルをコンパクトにまとめたもの

です。具体例を多く交えて解説し、若いビジネスマン、新社会人や社会人2～3年めで情報収集や

整理・分析に悩んでいる方にも大いに参考となる内容です。前半の「情報収集・分析編」では、情

報をうまくインプットし、適切に分析する方法を説明します。・そもそも情報とはなにかを理解する・情

報の質や背景を吟味する・課題解決に向けて情報を適切な方法で分析する。

あらゆるコミュニケーションに役立つ、伝えるための思考法！思考を整理し、アカデミックに書く・話す。

文章表現やプレゼンテーションで意見がうまく伝わらないと感じている医療従事者必読。

2

5
地頭力の本質は、「結論から」「全体から」「単純に」考える三つの思考力である。この三つの思考力

は訓練によって鍛えることができるものであり、地頭力を鍛えるための強力なツールとなるのが「フェルミ

推定」である。

6
ものは言いよう、予算は使いよう。成功する組織の空気を作り出すコツ、やる気を引き出す言葉とご

ほうびの選び方。

7
戦略的思考、ロジカルシンキング、地頭力、具体と抽象、無知の知…32のキーワードの「ＷＨＡＴ

（何？）」「ＷＨＹ（なぜ？）」「ＨＯＷ（どう使う？）」がすっきりわかる。

8
マーケティングの考え方を使って就活を乗り切れ！先輩たちのES例を収録。

NO 書影

内容紹介

1

9

えっ？こんなに簡単？人に好かれる！仕事に使える！雑談にも強くなる！1分で変わる！人間関

係まで良くなる。苦手な人＆場面も50のコツで乗り切れる！10

「協調＝コラボレーション」で問題解決！  　大学生活で生じるさまざまな対立・衝突を、お互いが満

足するかたちで解決するにはどうすればよいのか。 　そのための「協調的交渉」の理論と実践を、サーク

ル、アルバイトなどの身近な事例を題材にわかりやすく解説。
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自分を活かすコミュニケーション力 KP00009097
実教出版 201111 PDF ¥4,400

荒木晶子/藤木美奈子 9784407322446

アクティブ・ラーニングで身につける

コミュニケーション力
KP00012307

近代科学社 201604 PDF ¥5,940 ¥11,880

切田節子/長山恵子 9784764905009

論理と心理で攻める

人を動かす交渉術
KP00014566

平凡社 200708 EPUB(固定レイアウト）¥1,540 ¥2,310

荘司雅彦 9784582853858

集団コミュニケーション KP00015802
実教出版 201604 PDF ¥4,675

浅井亜紀子 9784407337426

ハッキリものを言って

嫌われる人、好かれる人の伝え方
KP00030806

クロスメディア・

パブリッシング

202007 EPUBリフロー ¥4,290 ¥8,580

野々村友紀子 9784295404248

改訂版

多文化共生のコミュニケーション
KP00030075

アルク 202004 PDF ¥7,260 ¥10,890

徳井厚子 9784757436084

現代の事例から学ぶ

サイエンスコミュニケーション
KP00001839

慶應義塾大学出版会 201504 PDF ¥14,850 ¥22,275

ジョン・Ｋ．ギルバート/

スーザン・ストックルマイヤー【編著】

小川義和/加納圭/常見俊直【監

訳】

9784766422030

研究者のための

思考法 10のヒント
KP00012595

羊土社 201407 PDF ¥5,940 ¥11,880

島岡要 9784758120371

植物の多次元コミュニケーション KP00021750
大学教育出版 201907 PDF ¥2,860 ¥4,290 ¥5,720

長谷川宏司/広瀬克利/井上進

【編】
9784864299930

技術者のための

テクニカルライティング入門講座
KP00024849

翔泳社 201811 EPUBリフロー ¥7,920 ¥15,950

髙橋慈子 9784798157191

11
なりたい自分になるための…人間関係が楽しくなる…人間関係をよくする…コミュニケーション入門。

12

実践で学ぶ コミュニケーション力！本書は、日本IBMの人材研修部門に長く籍を置き、その後大学

教育に身を置いた著者たちのノウハウをまとめている。話しかけるように分かりやすく、コミュニケーション

の考え方や手法を解説する。また、本文の理解にとどまらず、巻末に切取り可能な多数のワークシー

トを用意し、まさにアクティブに学習できるよう工夫。学生はもとより、企業の新人研修にも活用でき

る内容となっている。

13

交渉には、確かな「やり方」がある。交渉心理学、ストーリー理論、ゲーム理論。百戦錬磨のカリスマ

弁護士が、凡百の「経験談」ではない、本当に使える交渉術を惜しみなく伝授する。交渉では、論

理がなければ勝つことはできない。しかし、勝つためには、論理だけでなく、相手の心を動かすことがで

きなければならない。では、どうすれば論理的に考え、人の心をとらえることができるのか。

14
集団の中でのメンバーと自分の関わり方がわかる。集団の中で自分の役割がわかる。集団を「観る」

目と自分を「活かす」目を養います。集団で何がおこっているかがわかる。よりよい集団にしていくリー

ダーシップのとり方がわかる。

15

2丁拳銃・修士の嫁、野々村友紀子氏初のビジネス書！「今夜くらべてみました」「人生が変わる１

分間の深イイ話」（日本テレビ）など人気番組で、そのハッキリしたものの言い方が支持される野々

村氏。ズバッと本音を言っているのに、嫌みがなく、反感を買わない彼女の「モノの言い方」に注目が

集まっています。本書は、キツめのことを言い放っても、嫌われたり、叩かれたりしないように、野々村

氏が準備、実践している「伝え方」のパターンを紹介！

16
長年留学生や地域の日本語教育に携わってきた著者が、日本語教育の現場を軸に多文化共生

に必要とされるコミュニケーションとは何かをわかりやすく説明。異文化コミュニケーション理論だけでな

く、具体的な事例を豊富に盛り込み、実践できる活動も多数掲載。様々な角度から多文化共生

について理解できるように構成されています。

17

科学技術と社会とのあいだのさまざまなコミュニケーションを現代の実例を通して学ぶ、サイエンスコミュ

ニケーションの教科書。テーマとして、学術研究、公共政策、科学教育、倫理、リスク、気候変動、

公衆衛生、宗教などを取り上げ、全17章の中でメディア、公聴会、講演会、授業、博物館、ウェブ

などの多様な場面におけるコミュニけーションの成功または失敗の事例を紹介する。各章においては、

豊富な文献に加えて練習問題や研究課題を設けている。

18
天職を探している，創造的な研究者になりたい…誰もが抱える悩みが突破力に変わる！「研究者

の仕事術」でおなじみの著者が，社会学・心理学など複眼的視点から導いた“よく生きる”ためのポ

イントをわかりやすく解説。

19
人間をはじめ多くの生物は、植物の存在なしでは生きていけない。本書は、植物と自然環境・人間

以外の生物そして人間の命や心との間で交わされるコミュニケーションについて、植物サイドから解説

したものである。

20
生産性が向上し、相手に伝わる論理的な技術文書の書き方。



書名 Product　ID 出版社名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

著者 ISBN

NO 書影

内容紹介

noteではじめる

新しいアウトプットの教室
KP00022786

インプレス 201909 PDF ¥5,280 ¥10,560

コグレマサト/まつゆう*【著】 9784295007104

ロジカル・シンキング練習帳 KP00014822
東洋経済新報社 201807 EPUBリフロー ¥4,950 ¥6,600 ¥7,425

照屋華子 9784492533925

外国語を身につけるための

日本語レッスン
KP00016554

白水社 200309 EPUBリフロー ¥3,300 ¥4,950

三森ゆりか 9784560049884

自己表現の技法 KP00008987
実教出版 200401 PDF ¥5,500

畑山浩昭/為田英一郎/荒木晶子/

穐田照子/尾関桂子
9784407303797

プロカウンセラーの聞く技術 KP00031540
創元社 200009 EPUBリフロー ¥4,620 ¥6,930

東山紘久 9784422112572

論理的な考え方伝え方 KP00001844
慶應義塾大学出版会 201510 PDF ¥5,610 ¥8,415

狩野光伸 9784766422672

「伝える力」と「地頭力」がいっきに

高まる　東大作文
KP00020623

東洋経済新報社 201904 EPUBリフロー ¥4,620 ¥6,160 ¥6,930

西岡壱誠 9784492046395

思考を鍛えるレポート・論文作成法

第3版
KP00025639

慶應義塾大学出版会 201902 PDF ¥3,740 ¥5,610

井下千以子 9784766425772

学生のための思考力・判断力・表

現力が身に付く情報リテラシー
KP00029342

FOM出版 201804 PDF ¥2,970 ¥5,940

富士通エフ・オー・エム 9784865103434

理系研究者の

はじめての英語コミュニケーション
KP00022465

アスク出版 201610 PDF ¥6,050 ¥12,100

森村久美子 9784872179965

21
noteは「だれもが創作をはじめ、続けられるようにすること」をコンセプトに、2014年にリリースされたコ

ンテンツプラットフォームで、文章、イラスト、マンガ、音楽、動画などを投稿することができます。2019

年1月には月間アクティブユーザーが1,000万人を突破し、「noteクリエイター」と呼ばれる有名著者

を多数輩出しています。本書は、ブロガーで「ネタフル」管理人のコグレマサト氏、クリエイティブ・プラン

ナー/ブロガーのまつゆう*氏による、ソーシャルメディアを使って自己実現するための教科書です。

22
30万部突破！のロング＆ベストセラー著者、待望の最新刊！本書は、わかりやすく論理的に、しか

も速く、感じよくメッセージを伝えて、仕事を前進させるために必要な「基本の型」を身につけるための

練習帳です。基本の型には4つの技術が必要です。1.伝える前の準備の技術　2.思考を整理・構

成する技術　3.構成を視覚化して表現する技術　4.日本語表現を好感度も含めて整える技術。

23
言葉を使いこなすには技術が必要です。論理的な文章の書き方や説明の方法、有効な質問のし

かたなど、欧米では当たり前のこの言語技術を、本書ではまず日本語から鍛えていきます。

24
この本は自己表現のためのマニュアルである。話したり書いたりする活動についての効果的な方法や

具体例が、あとに続く各章で紹介されている。表現技術をマスターし、よりよいスピーチやプレゼンテー

ション、論文などを作成できるようになることが目標である。

25
よりよい人間関係を築くための第一歩は「聞く」ことから。あなたも今日から聞き上手。ここが違う！

「聞き方」の極意。

26
グローバルに通じる考え方とは？科学や学問の考え方とは？反知性主義ってどうしたら回避できる？

こんな疑問にあたった方、本書を読んでみてください。意見の遺いを受け止めて、新しい考えを広める

ときに、感情や抑制でなく、理解と納得で進める「議論argument」の方法を、説明しています。

27
「誰が読んでも」正確に伝わるあとがき作り。見違えるほど「読みやすく」なる目次作り。「説得力」が

劇的に高まる１人ディベート。読者が思わず「引き込まれる」質問トラップ。ムダなく「効率的」に書け

る枝葉切り。あらゆる場面で一生使える「スゴい文章術」。「書き方の手本になる本」も多数紹介！

28
累計3万部の好評レポート・論文入門書の第3版 。文献の調べ方・読み方から、フォーマットに沿っ

た書き方までを懇切丁寧に解説。 「引用」時の注意点の追記や重要単語の索引を付し、利便性を

向上。

29
パソコン操作スキルだけでなく、レポート作成やデータ活用、プレゼン発表といった学生の学びをサポー

トする教材です。レポート作成・データ活用・プレゼン発表の知識を習得できる！学生の学びに欠か

せないレポート作成のコツ、主張の裏付けに必要なデータ分析、主張を後押しする発表資料の作

成方法など、これからの学生生活に役立つ知識がしっかり身に付きます。Word・Excel・

PowerPointの操作手順を動画で確認できる！

30
国際会議、海外出張、研究室での活動でよく出会う、具体的な25シーンを想定。会話理解と発

言（コミュニケーション）練習を行い、注意点、コツが確認できます。実際の会話シーンで役立つ重

要表現が身につき、英語を使った研究活動を行うのに役立ちます。 冊子版での付属CDは、収録さ

れておりません。

ICT営業本部　電子書籍営業部　TEL：03-5719-2501　FAX：03-5436-6921

〒153-8504　東京都目黒区下目黒　3-7-10    ict_ebook@kinokuniya.co.jp

　*上記はカタログ作成時の情報です。価格等は予告なく変更となる場合がございます。


