
         

大学初年度で役立つ電子書籍コンテンツを 

精選してお届け致します 

アカデミック・スキルズ 

スマートフォンでも 
快適に閲覧可能 

未所蔵タイトルは試し読みやリクエストが可能。 
リクエストに基づく選書で利用される電子図書館に 

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」をご提供致します。 

KinoDenのメリット 

書き込みやマークが
出来る!無料アプリ 

※実際の画面をご覧になりたい場合はお気軽に紀伊國屋書店までお問い合わせ下さい 

精選22タイトル 

同時アクセス1(一部2) 

 94,336円(本体価) 

 ※1点からご購入可 

No.KD0044 

2019年3月 



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

大学生　学びのハンドブック　4訂版 KP00019092 世界思想社 201801 PDF ¥3,960 - ¥7,920

世界思想社編集部【編】 9784790717072

大学１年生からの研究の始めかた KP00016042 慶應義塾大学出版会 201609 PDF ¥4,400 - ¥6,600

西山敏樹 9784766423648

学生による学生のためのダメレポート

脱出法
KP00001769

慶應義塾大学出版会 201410 PDF ¥3,696 - ¥5,544

慶應義塾大学日吉キャンパス学習

相談員【著】

慶應義塾大学教養研究センター【監修】

9784766421774

アカデミック・スキルズ　第2版 KP00001807 慶應義塾大学出版会 201209 PDF ¥3,080 - ¥4,620

佐藤望/湯川武 9784766419603

アカデミックライティング入門　第2版 KP00001810 慶應義塾大学出版会 201504 PDF ¥6,160 - ¥9,240

吉田友子 9784766422122

クリティカル・リーディング入門 KP00001854 慶應義塾大学出版会 201510 PDF ¥5,610 - ¥8,415

大出敦【著】

慶應義塾大学教養研究センター【監修】
9784766422740

グループ学習入門 KP00015988 慶應義塾大学出版会 201304 PDF ¥3,740 - ¥5,610

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】
9784766420395

実地調査入門 KP00001859 慶應義塾大学出版会 201509 PDF ¥4,950 - ¥7,425

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】
9784766422566

大学生のための動画制作入門 KP00016082 慶應義塾大学出版会 201704 PDF ¥5,610 - ¥8,470

黒岩亜純/宮徹 9784766424287

コピペと言われないレポートの書き方

教室
KP00004660

新曜社 201307 PDF ¥3,300 - ¥3,960

山口裕之 9784788513457

大学生のための論文・レポートの

論理的な書き方
KP00007756

研究社 201508 PDF ¥2,860 - ¥4,290

渡邊淳子 9784327384708

9

1990年代半ばにはじまったインターネットの普及が、コミュニケーションのあり方を大きく変化させた。そして、スマホの

登場によってその変革の対象が文字表現から映像に移ってきている。しかし、学校で作文（文章作成）の授業を

受けたことはあっても、映像制作について体系的にその手法を学んだことはほとんどないだろう。本書は、学部教養課

程の講座を意識し、制作に必要な知識――企画から撮影、編集までを初心者向けにわかりやすく解説したもので

ある。

10

多くの大学で盗作問題、とくにコピー＆ペースト操作で継ぎはぎされたレポートの問題が、学期末の風物詩になってい

る。「コピペ」をやめさせ自分の力でレポートを完成するようにさせる教育は全大学必須と言える。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。

11

大学生がはじめてレポートや論文を書くにあたって、知っておきたい知識と思考法をまとめた入門書。テーマ・主張の

決め方、論理的な文章展開、引用のルールなど、構想から執筆にいたる過程を、具体例を多くあげながら説明す

る。気持ちだけでは通じない！決め手は「論理」！大学生がはじめてレポートや論文を書くにあたって、知っておきたい

知識と思考法をまとめた入門書。慣れ親しんできた作文や感想文とはまったく異なるタイプの「学術的文章」を書くに

は、どのようなことに注意したらよいのか？テーマ・主張の決め方、明晰な文章表現、論理的な文章展開、引用の

ルールなど、構想から執筆にいたる過程を、具体例を多くあげながらわかりやすく説明する。

6

この本は、2012年に出版された『アカデミック・スキルズ―大学生のための知的技法入門第2版』のシリーズの姉妹

編です。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。

7

▼グループ学習は、1年生への導入教育やゼミ研究など、大学でのさまざまな場面で実践されているが、その方法論

は多種多様であり、行き当たりばったりで行われているようなケースも多い。本書は、専攻・分野に関係なく、また学

生でもすぐに使えるよう分かりやすく、“失敗しない”グループ学習の秘訣を伝授する。▼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。「グ

ループ学習は大変だったけど、とても楽しく、気づくことも多かった」と学期末には言えるためのコツを伝授する。

8

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。

NO 書影

内容紹介

1

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。徹底的な学生目線で人気を博した初年次教育テキス

ト、待望の4訂版。

2

これから研究をはじめる大学生に、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。研究は自分のためだけでなく、社会をよくするために行うものである。そして良い研究を行うためには、

「計画の立て方」をきちんと学び、その目的と方法を明確にしなければならない。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。

3
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。

4

「大学での学び」とは何か？ノートの取り方、情報の探し方、レポート・論文の書き方など、大学生のための学びの技

法をわかりやすく伝授。

5
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NO 書影

内容紹介

大学での学び方 KP00009813 勁草書房 200704 PDF ¥7,260 - ¥10,890

東谷護【著】

成城大学共通教育研究センター【監修】
9784326653249

社会科学系のための「優秀論文」

作成術
KP00009780

勁草書房 201004 PDF ¥7,260 - ¥10,890

川崎剛 9784326000340

大学生になるってどういうこと？ KP00000974 大月書店 201404 PDF ¥4,598 - ¥6,897

植上一希/寺崎里水 9784272412310

大学生の学習テクニック　第３版 KP00001006 大月書店 201412 PDF ¥4,356 - ¥6,534

森靖雄 9784272412341

大学生のためのメンタルヘルスガイド KP00005444 大月書店 201607 PDF ¥4,356 - ¥6,534

松本俊彦【編】 9784272412358

大学生のための研究ハンドブック KP00001511 大学教育出版 201104 PDF - ¥1,320 ¥1,980

ノートルダム清心女子大学 9784864290531

充実した大学生活のために KP00001486 大学教育出版 200904 PDF - ¥1,320 ¥1,980

岩附正明 9784887308862

自己発見とあなたの挑戦 KP00001482 大学教育出版 200605 PDF - ¥1,980 ¥2,970

小野良太 9784887306905

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

学生・院生のためのレポート・論文の

作成マニュアル
KP00005077

税務経理協会 201111 PDF ¥3,410 - ¥5,115

滝川好夫 9784419057299

キャンパスライフの今 KP00011931 玉川大学出版部 200310 PDF ¥5,170 - ¥10,230

武内清【編】 9784472302763

21

22

授業、デート、アルバイト、サークル…etcデータで読む平成版当世学生気質。

18

19

20

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。コミュニケーション能力を高めたい学生、

社会人やその研修にたずさわる読者必携の書。

15

講義もレポートも「就活」も大学4年間をまるごとサポート！

16

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。

17

13
政治学、社会学、経済学といった社会科学では、論文の「型」があいまいで、大学でもきちんと教えられていない。本

書では、北米の大学で長年研究生活をおくっている著者が、プロ研究者のための査読論文、院生のための博士・修

士論文、さらには大学生のための卒業論文の書き方まで、平易明快・懇切丁寧に指南。

14

何を考え、どう学ぶ？力をつける4年間にするために。大学生活とその後のキャリア形成をデザインするための、問い

（意味）と方法の二つを獲得することをねらいとし、青年の学びについて考えている教育学者、学校と社会の関係

を考えている教育社会学者、「働くこと」を考えている経営学者の3人が、それぞれの専門分野の知見や立場を持ち

寄り、ときには議論を戦わせながら、「大学生になる」ことについて真剣に考えた。

12

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。



◆ご注意 
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