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大学生活、勉強、コミュニケーション、 
研究、レポート・論文など 

学生をサポートするコンテンツをまとめました 

レポート・論文 
文献の調べ方書き方 

研究 
研究を進めるためのプロセスを学ぶ 

伝える・コミュニケーション 
自分の意見を伝えるには 

大学の生活 
自信をもって大学生活を送る 

大学で学ぶ 
学びのコツを伝授 

「シリーズ大学生の学びをつくる」 
「アカデミックスキルズシリーズ」 
大学生になったら知っておきたい事 

株式会社 紀伊國屋書店 電子書籍営業部 TEL：03-5719-2501 Mail：ict_ebook@kinokuniya.co.jp 
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細川幸一 KP00016015 慶應義塾大学出版会 201604 PDF ¥5,610 ー ¥8,470

大学生が知っておきたい

生活のなかの法律
9784766423204

塚谷正彦 KP00008998 実教出版 200404 PDF ¥3,300 ー ー

大学生の生き方・考え方 9784407305418

細川幸一 KP00025621 慶應義塾大学出版会 201810 PDF ¥5,610 ー ¥8,470

大学生が知っておきたい

消費生活と法律
9784766425697

石田眞/浅倉むつ子/上西充子 KP00031029 旬報社 201703 PDF ¥3,036 ¥3,946 ¥4,554

大学生のための

アルバイト・就活 トラブルQ&A
9784845114993

道幸哲也/淺野高宏/

職場の権利教育ネットワーク【編著】
KP00031030 旬報社 202003 PDF ¥2,310 ¥3,003 ¥3,465

学生のための

ワークルール入門［第2版］
9784845116324

久米忠史 KP00031186 合同出版 202001 PDF ¥4,125 ¥5,390 ¥6,160

奨学金まるわかり読本 9784772614122

東京電機大学【編】 KP00031577 東京電機大学出版局 202003 PDF ¥5,881 ー ¥8,823

大学生活を始めるときに読む本

2020
9784501632403

世界思想社編集部【編】 KP00036473 世界思想社 201411 PDF ¥1,716 ー ¥3,432

大学新入生ハンドブック 9784790716419

齋藤憲司/石垣琢麿/高野明 KP00033625 有斐閣 202004 PDF ¥4,400 ー ¥6,600

大学生のストレスマネジメント 9784641174566

福田真也 KP00013679 金剛出版 201712 EPUBリフロー ¥6,600 ¥8,250 ¥9,900

新版 大学生の

こころのケア・ガイドブック
9784772415996

佐藤文香【監修】一橋大学社会学部佐藤文

香ゼミ生一同【著】
KP00024424 明石書店 201906 PDF ー ¥3,300 ー

ジェンダーについて

大学生が真剣に考えてみた
9784750348520

初年次教育テキスト編集委員会 KP00007028 東京電機大学出版局 201404 PDF ¥5,115 ー ¥7,672

フレッシュマンセミナーテキスト

第２版
9784501628505

東谷護【著】

成城大学共通教育研究センター【監修】
KP00009813 勁草書房 200704 PDF ¥7,260 ー ¥10,890

大学での学び方 9784326653249

諏訪正樹/藤井晴行【共著】 KP00012293 近代科学社 201506 PDF ¥7,920 ー ¥15,840

知のデザイン 9784764904842

世界思想社編集部【編】 KP00019092 世界思想社 201801 PDF ¥3,960 ー ¥7,920

大学生　学びのハンドブック　4訂版 9784790717072

専修大学出版企画委員会【編】 KP00030512 専修大学出版局 201904 PDF ¥1,760 ¥2,200 ¥2,640

新・知のツールボックス 9784881253267

常盤拓司/西山敏樹 KP00031696 慶應義塾大学出版会 201911 PDF ¥4,400 ー ¥6,600

大学1年生からの

プロジェクト学習の始めかた
9784766426366

17

自分自身で方法を模索するうえでの助言、守ってもらいたいあれこれの決まりごとについて解説。これから大学

生活を送るうえで、最低限必要なことをまとめました。

高校までの「お勉強」と大学での「学び」はどう違うのか受身型勉強から自ら考え、表現する学問的姿勢への

架け橋として、「考える」方法を具体的に解説。

ノートのとり方、レポートの書き方、資料の探し方、ゼミ発表の仕方、パソコンの使い方…。大学での学びに必

要なスタディ・スキルを、イラストで具体例を示してわかりやすく解説。

今日情報を得ようとすれば、瞬時に入手できる。しかしそれは他者の理解を表わす「情報」であり、決して自分

の「知」にはならない。本書はどうすれば自分ごとで考えるという「学び」が可能になるのか明快な語り口で解

説。

16

大学で学ぶ

9

15
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13

10

11
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4

5

6

7

8

NO

内容紹介

1

2

3

大学の生活

現在多くの大学で導入されている、「プロジェクトを通した学び」を徹底解説。初めて「プロジェクト」に取り組む

学生に向けて、その極意を伝授する。実践に使える計画書のテンプレート付き。

  

「法律は知らない者には味方しない！」大学生のうちに身につけておくべき「生活の知恵」としての法律を、学

生生活、就職、結婚、老後に至るまでさまざまなライフステージに分けて解説する、社会人へのパスポート！

東京電機大学の新入生へ向け、大学とはどんなところかを解説し、安心して自信を持って大学生活に取り組

めるようサポートする。新入生を大学が歓迎し応援する姿勢を伝える。

大学の仕組みや勉強の仕方について、「高校までとはどう違うのか」という視点から、わかりやすく紹介。

「Q&A」や「大学用語集」も収録。新入生向けオリエンテーションに最適のテキスト。

学業の悩みから生活習慣の乱れ、恋愛と性の問題、大学生活で直面するストレス事態への対処法を網羅

的に解説。メンタル面での対処だけでなくトラブル時に役立つ社会制度も多数紹介。全大学生必読の１冊。

LGBT、留学生、障害学生支援、そして大学生活のテーマ（授業、サークル、奨学金・アルバイト、留年・休

学、運転免許、ハラスメント、カルト、就職活動）を解説。気軽に読める大学生メンタルヘルスケア。

日常の中の素朴な疑問から性暴力被害者の自己責任論まで「ジェンダー研究のゼミに所属している」学生た

ちが、友人・知人から投げかけられた「問い」に悩み、真っ正面から向き合った、真摯で誠実なQ&A集。

本書では、みなさんが夢に向かって人生へ歩み出していくに当たり、大学時代にどのように学び、どのように過ご

していくべきなのかを、筆者の大学時代の経験も織り交ぜながら述べている。

18歳成人はもう近い！大学生をとりまく消費社会を理解し、陥りやすい消費トラブルを解決する「法律の知

恵」を身に付ける。「賢い消費者」へのパスポート！

ワークルールを学び　トラブルに備えよう！アルバイト、インターンシップ、就職活動、内定、そして入社後…大

学生が直面する問題を具体的なＱ＆Ａで解決。先生も親も知っておきたい仕事のルール。

だれもが経験する労働トラブル。学生の経験に基づく具体的な設問に、専門家が分かりやすく答えます。自分

を守り仲間を守る法律知識を身につけよう。

2020年、奨学金制度が大転換。 給付型奨学金と授業料減免校の申し込み条件、時期、支給額などを一

挙公開。 進学に向き合う親子、進路指導教諭、専門学校・大学職員必読のガイド。 

レポート、プレゼン、討論、SNSまで、大学・短大・専門学校の新入生向けの「導入教育テキスト」決定版。

この一冊で学ぶ不安が解消。大学での学びのコツがわかる。
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田中俊也 KP00032989 関西大学出版部 202010 PDF ¥4,400 ー ¥6,160

大学での学び 9784873547251

伊藤奈賀子/富原一哉【編】 KP00034164 有斐閣 201603 PDF ¥3,740 ー ¥5,610

大学での学びをアクティブにする

アカデミック・スキル入門
9784641184305

溝上慎一 KP00034756 有斐閣 200603 PDF ¥3,520 ー ¥5,280

大学生の学び・入門 9784641122826

井庭崇【編著】鈴木寛/岩瀬直樹/

今井むつみ/市川力【著】
KP00029384 慶應義塾大学出版会 201902 PDF ¥11,110 ー ¥16,720

クリエイティブ・ラーニング 9784766425727

荒木淳子/伊達洋駆/松下慶太 KP00001826 慶應義塾大学出版会 201506 PDF ¥6,160 ー ¥9,240

キャリア教育論 9784766422313

狩野光伸 KP00001844 慶應義塾大学出版会 201510 PDF ¥5,610 ー ¥8,415

論理的な考え方伝え方 9784766422672

野沢聡子 KP00019215 慶應義塾大学出版会 201712 PDF ¥4,950 ー ¥7,480

大学生のための交渉術入門 9784766424874

荒木晶子ほか【共著】 KP00009133 実教出版 201312 PDF ¥3,300 ー ー

伝わるスピーチＡ　ｔｏ　Ｚ 9784407332322

切田節子/長山恵子 KP00012307 近代科学社 201604 PDF ¥5,940 ー ¥11,880

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
9784764905009

ノートルダム清心女子大学人間生活学

科【編】
KP00001511 大学教育出版 201104 PDF ー ¥1,320 ¥1,980

大学生のための研究ハンドブック 9784864290531

西山敏樹 KP00016042 慶應義塾大学出版会 201609 PDF ¥4,400 ー ¥6,600

大学１年生からの研究の始めかた 9784766423648

西澤幹雄 KP00006335 化学同人 201504 PDF ¥2,200 ー ¥3,300

はじめての研究生活マニュアル 9784759815979

山口裕之 KP00004660 新曜社 201307 PDF ¥3,300 ー ¥3,960

コピペと言われない

レポートの書き方教室
9784788513457

井下千以子 KP00025639 慶應義塾大学出版会 201902 PDF ¥3,740 ー ¥5,610

思考を鍛える

レポート・論文作成法　第3版
9784766425772

吉田友子 KP00001810 慶應義塾大学出版会 201504 PDF ¥6,160 ー ¥9,240

アカデミックライティング入門

第2版
9784766422122

山本幸司 KP00027000 岩波書店 201412 PDF ¥7,260 ー ¥21,780

大学一年生の文章作法 9784000289153

都筑学 KP00034203 有斐閣 201604 PDF ¥3,080 ー ¥4,620

大学１年生のための

伝わるレポートの書き方
9784641174207

伝える/コミュニケーション

32

18

19

27

26

23

25

29

研究

レポート・論文

30 初学者に、盗作と引用の区別、正しい引用の仕方を教えて、「コピペ」に向かう動機を解消し、適切なレポー

トを書けるように３つのステップで導く入門書。初めてレポートを書く学生に最適の一冊。

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。

22

20

21

24

31

28 研究とは何かを考えさせ、自ら研究を進めるためのプロセスを、豊富な事例とともにやさしく解説。主体的に学

び、目標を達成しようとする姿勢を身に付けるための１冊。

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。

33 名文や美文ではなく、日常生活のツールとしての「分かる・伝わる」文章が書けるように、作文技術の基本中の

基本から丁寧に解説。作文で悩むすべての人に役立つ文章表現の手引き。

34 大学のレポート課題では、「調べる・考える・書いて伝える」この三本柱で論理的な文章を書くことが求められ

ます。「どうすれば伝わるレポートは書ける？」 そんな普通の心配に応えて書き方のコツを教えます。

本書は、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。

「大学での学び」に要求されるものは、小中高までの児童・生徒に要求されるものとは明らかに異なっている。

その本質的な特徴を「学びの哲学」として捉え、問題解決、協同、創造、感動をキーワードにして詳述した。

「学ぶ・表現する技術（アカデミック・スキル）」を身につける。読むだけではなく、手を動かしグループで協働し

ながら、主体的に授業に取り組める「アクティブ・ラーニング」型テキストです。

大学生の勉強（学び）のあり方を認識と行動の２つの次元から解説する。目指すべき勉強を「自分なりの

見方や考え方をもつ」「自分を発展させる勉強」ととらえることで、新しい学びの世界が広がる！

「つくることで学ぶ」という新しい学びのスタイル。本書では、子どもたちの創造力を育む、クリエイティブ・ラーニン

グの可能性について、気鋭の研究者が、教育界のフロントランナーを迎え、徹底討論。

英語論文を書きたい人のための、中・上級レベルのテキスト。文献調査のウェブ活用法や電子文献の使い方

など、ネット時代に対応。

大学で学ぶことは、将来のキャリアにどのようにつながっていくのか。授業、インターンシップや就職活動、そして

就職後の働き方・学び方について、学習研究や教育学、心理学、経営学の諸理論からわかりやすく解説。

大学の演習授業で研究発表をし、レポートをまとめ、さらには卒業論文の作成のための研究を進めるにあたっ

て必要な知識や技術を提供する必携書。インターネットを使った情報収集、パソコンの活用についても説明。

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。

話すテーマの選び方、まとめ方が分かる、意見を述べるための整理法。「情報を伝える場合」「自分の意見の

述べ方」「就職面接の場合」「説得する場合」「突然にスピーチする場合」などについて練習。

この本では、すぐに研究を実行できる初的なコツから、ワンランク上を目指すための心構えまでを紹介していま

す。イラストやマンガを交え、気軽に読みやすい工夫も満載です。
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植上一希/寺崎里水 KP00000974 大月書店 201404 PDF ¥4,598 ー ¥6,897

大学生になるってどういうこと？ 9784272412310

豊泉周治/鈴木宗徳/伊藤賢一/出口剛司 KP00000980 大月書店 201404 PDF ¥5,808 ー ¥8,712

〈私〉をひらく社会学 9784272412334

森靖雄 KP00001006 大月書店 201412 PDF ¥4,356 ー ¥6,534

大学生の学習テクニック　第３版 9784272412341

山田博文 KP00005443 大月書店 201607 PDF ¥4,598 ー ¥6,897

99％のための経済学入門　第２版 9784272111213

松本俊彦【編】 KP00005444 大月書店 201607 PDF ¥4,356 ー ¥6,534

大学生のためのメンタルヘルスガイド 9784272412358

橋本紀子/田代美江子/関口久志【編】 KP00005462 大月書店 201703 PDF ¥4,840 ー ¥7,260

ハタチまでに

知っておきたい性のこと　 第２版
9784272412372

小林尚朗/篠原敏彦/所康弘 KP00005465 大月書店 201704 PDF ¥5,566 ー ¥8,349

貿易入門 9784272150427

片山悠樹/内田良/

古田和久/牧野智和【編】
KP00005471 大月書店 201709 PDF ¥5,324 ー ¥7,986

半径５メートルからの教育社会学 9784272412389

結城俊哉【編】 KP00009588 大月書店 201803 PDF ¥5,324 ー ¥7,986

共に生きるための障害福祉学入門 9784272412396

植上一希/寺崎里水【編】 KP00015374 大月書店 201809 PDF ¥4,598 ー ¥6,897

わかる・役立つ　教育学入門 9784272412419

阿部太郎/大坂洋/大野隆/

佐藤隆/佐藤良一
KP00018558 大月書店 201902 PDF ¥4,840 ー ¥7,260

資本主義がわかる経済学 9784272111244

井上秀次郎/安達房子【編】 KP00024583 大月書店 201910 PDF ¥6,776 ー ¥10,164

企業と社会が見える経営学概論 9784272111275

大学初年次教育研究会 KP00029707 大月書店 202003 PDF ¥4,840 ー ¥7,260

大学１年生からの

社会を見る眼のつくり方
9784272412426

慶應義塾大学日吉キャンパス学習相談員/

慶應義塾大学教養研究センター【監修】
KP00001769 慶應義塾大学出版会 201410 PDF ¥3,696 ー ¥5,544

学生による学生のための

ダメレポート脱出法
9784766421774

大出敦【著】

慶應義塾大学教養研究センター【監修】
KP00001854 慶應義塾大学出版会 201510 PDF ¥5,610 ー ¥8,415

クリティカル・リーディング入門 9784766422740

西山敏樹/常盤拓司/鈴木亮子【著】

慶應義塾大学教養研究センター【監修】
KP00001859 慶應義塾大学出版会 201509 PDF ¥4,950 ー ¥7,425

実地調査入門 9784766422566

新井和広/坂倉杏介【著】

慶應義塾大学教養研究センター【監修】
KP00015988 慶應義塾大学出版会 201304 PDF ¥3,740 ー ¥5,610

グループ学習入門 9784766420395

大出敦【編著】直江健介【著】 KP00036503 慶應義塾大学出版会 202008 PDF ¥4,400 ー ¥6,600

プレゼンテーション入門 9784766425734

佐藤望【編著】

湯川武/横山千晶/近藤明彦【著】
KP00032764 慶應義塾大学出版会 202002 PDF ¥3,080 ー ¥4,620

アカデミック・スキルズ　第3版 9784766426564

アカデミックスキルズシリーズ

35 多くの大学で課題となっている初年次教育。大学生活・学習方法の基礎がわかり、4年間と卒業後のビジョンが描ける

実践的テキスト。大学には入ったけれど、何をどう学べばいい？生活はどう変わる？多くの大学で課題となっている初年

次教育。大学生活と学習方法の基礎がわかり、4年間と卒業後のビジョンが描けるテキスト。

シリーズ大学生の学びをつくる

38
1％の富裕層に仕える経済学ではなく、99％の生活者のための経済学を。世界の潮流はすでに投機的経済の規

制、再分配の強化へと舵を切っている。アベノミクスのもたらした矛盾や中国経済の動向など最新のデータを補足した

第2版。

39 対人関係、貧困、セックス、自傷、摂食障害、自殺念慮、各種依存（アルコール、ギャンブル、ネット）など、大学生

が直面しやすいメンタルヘルスの問題に対してそれぞれの分野を代表する専門家がやさしく解説。処方箋となる一冊。

36 個人化された世界に閉ざされ、社会的経験を奪われている若者たち。その困難の原因を見つめ、社会的に構成され

た自己と世界の関係を理解し、生きづらさを乗り越える自由の可能性を模索する。若者のための社会学入門。

37 これ１冊で、あなたの大学生活がみるみる充実！講義の聴き方から、レポート・卒論の書き方、卒業後の進路選びと

就職活動のコツまで、大学4年間を丸ごとサポート。20年近く読まれ続けてきた定番書の最新改訂版。

42
誰もが学校に通い、進学し、就職する――私たちが「半径5メートル」の経験から当たり前と思い込んでいる教育のあり

方を相対化する、教育社会学のさまざまな理論や概念を易しく解説し、教育の新たな見方へと誘う入門テキスト。

43 障害とは何か？誰もがノーマルに生きられる社会にしていくためには？初めて学ぶ人のために基礎から解説。相模原事

件、障害者の権利条約、災害と障害者、障害者アート等の最新テーマも紹介し現職者のスキルアップにも役立つ。

40 からだの仕組みや、避妊の方法、性感染症への対処法など、性にかかわる基礎知識を実践的に解説。また、大学や

バイトでも起きているセクハラやデートDV、性の商品化など、ジェンダー・セクシュアリティの問題を考える。

41 TPPや保護主義など、貿易をめぐる話題が絶えない現代。本書は大学1年生を主な対象に、貿易の基本を解説する

テキスト。理論や歴史、今日の課題はもちろんのこと、貿易実務までカバーするのが特長。国際ビジネスを志す方にも。

46 学説史やテイラー、フォードなど生産管理の歴史的発展といった経営学の基礎から、経営組織・経営戦略・生産シス

テム・人的資源管理の各論、GAFA、グローバル化、企業の社会的責任など最新の諸問題まで包括する入門書！

47 学びの技術はもちろん、情報、政治、ジェンダー、労働といった基本的なテーマを選び、統計資料、学生への問い、レ

ポートや討論の課題、検索キーワードなどを提示。若手教員もすぐに使える、まったく新しい大学1年生用の教科書。

44 教育学を学ぶ意味ってどこにあるんだろう？社会構造が変容し、ライフコース・キャリア形成も変わるなか、教育・学校の

ありようも大きく変化している。今、教育現場が直面するさまざまな問題に向き合い、これからの教育のあり方を考え

る、視界が広がる教育学入門。

45 【資本主義は当たり前？資本主義は不思議？私たちの生きる経済社会をロジカルにつかむ】資本主義とはどのような

経済なのか? 搾取、再生産、景気変動から、為替レートやグローバル化まで、現代経済学とマルクス経済学の両方に

通じた著者たちによる、経済理論の新たな入門テキスト。

50
大学の学びは「調べること」が目白押しだ。これから調査を行う初心者でも、調査の計画・実施から、データの収集・分

析、研究成果の発表までを理解できる一冊。

51
グループで課題を行うときに、困ったことはありませんか？信頼できるグループの作り方、アイデアを引き出す技法、ITの

活用法、ディベートの準備など、段階に合わせて、気をつけるポイントを紹介。

48 本書では、実際に慶應義塾大学の学習相談に寄せられた質問を元に、「学生の目線」でレポート・論文執筆のポイン

トやノートの取り方、レポート提出までのスケジューリングなど、大学生に必要な学習ポイントを解説した、全ての大学生

のための入門書です。

49 大学生が直面する「レポート」や「論文」の執筆では、高校生までとは異なる「テキストを読む」レベルが求められていま

す。そのときに「どうやって読んだらいいのか」、「感想文ではなぜ駄目なのか」、「何を論じたらいいのか分からない」という

大学生がぶつかる悩みに、人文系の例題を使って答える一冊です。

52 大学生が直面する「アカデミック・プレゼンテーション」はこれまでの高校生活で行ってきた発表とも、また社会人が行うプ

レゼンテーションとも異なり、独特のスキル、そして準備が求められます。本書はそうしたスキルや準備はもちろん、アカデ

ミック・プレゼンテーションに臨む際に必要なノウハウが全て詰まった一冊となっています。

53
 ロングセラーの最新版。問いを立て、調べ、考え、表現するといった「学びの基本技法」を紹介。ノートの取り方や情報

の整理法など、大学生の学習の基本、最新の情報環境との付き合い方や活用法に関する内容を追加。


