
KinoDen売れ筋を中心とした 

学習に、生活に、将来に、 
大学生サポートタイトル 

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なら 学外からアプリで読めるから 読書がはかどる 

精選36タイトル 
同時アクセス１ 
（一部2あり） 
160,116円(本体価) 
 ※1点からご購入可 

No.KD0116   2020年8月 

大学生のためのアルバイト・就活
トラブルQ&A 
著者: 石田眞 浅倉むつ子上西充子 
出版社: 旬報社 
出版年月: 2017/03 
同時アクセス１本体価：3,036円 
 
ワークルールを学び トラブルに備えよう！ 大学
生が直面する労働問題を具体的なＱ＆Ａで
解決。先生も親も知っておきたい仕事のルール 

自宅で 

移動中に 

すきま時
間に 

奨学金まるわかり読本 2020 
著者: 久米忠史  
出版社: 合同出版 
出版年月: 2020/01 
同時アクセス１本体価：4,125円 
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。全国の大学、自治体、企業、
公益法人の給付型奨学金制度最新一覧
付 

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アカウント 
学内でKinoDenのアカウントを 
作成し読みたい本をMy本棚に 

レポート・論文の書き方入門 
第４版 
著者: 河野哲也  
出版社: 慶應義塾大学出版会 
出版年月: 2018/07 
同時アクセス１本体価：3,080円 
 
ベスト＆ロングセラーを約15年ぶりに改訂! 
高い評価を得ている明快さ・簡潔さは 
そのままに解説と情報を改訂。 
大学での初年次教育に最適！ 



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

学生のためのワークルール入門　第2版
アルバイト・インターンシップ・就活でトラ
ブルにならないために

KP00031030

旬報社 202003 PDF ¥2,310 ¥3,003 ¥3,465

道幸哲也　淺野高宏
職場の権利教育ネットワーク【編著】

9784845116324

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

コピペと言われないレポートの書き方教
室　３つのステップ

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

大学と社会をつなぐライティング教育 KP00021262 くろしお出版 201812 PDF ¥5,940 ￥ - ¥8,910

村岡貴子　鎌田美千子
仁科喜久子【編著】

9784874247839

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

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

学生による学生のためのダメレポート脱
出法　アカデミック・スキルズ

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
慶應義塾大学教養研究センター【監修】

9784766421774

いちばんやさしい資料作成＆プレゼンの
教本　人気講師が教える「人の心をつか
むプレゼン」のすべて
いちばんやさしい教本シリーズ

KP00021159

インプレス 201904 PDF ¥6,534 ￥ - ¥13,068

高橋惠一郎 9784295006008

大学生になるってどういうこと？
学習・生活・キャリア形成
シリーズ　大学生の学びをつくる

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
シリーズ　大学生の学びをつくる

KP00001006
大月書店 201412 PDF ¥4,356 ￥ - ¥6,534

森靖雄 9784272412341

NO 書影

内容紹介

1
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。

2
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。

3 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。

4
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？

5
大学初年次から大学院、そして、実社会で求められるライティングとは。パラフレーズ、スキーマ、ルーブリック、コーパ
ス、さまざまな視点から学習者の学びを考察する。

6
▼「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。

7 ▼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。

8 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。

9
ストアカNo.1プレゼン講師が伝授！【内容づくり】【資料のデザイン】【伝え方の練習】の3ステップで、成功率が劇的
にアップするプレゼンのノウハウが全部わかる、いちばんやさしい資料作成＆プレゼンの入門書です。日本最大級のま
なびのマーケット「ストアカ」で人気講師として支持を集める著者が、これまで数々のセミナーで解説してきたノウハウ
や、受講者の求めるポイントを1冊に凝縮。難しそうに思えるかもしれませんが、ITの知識やデザインのセンス、プレゼ
ンの経験がなくても理解できるように配慮しているので、心配することはありません。

10 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。

11 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！

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00031030
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00019092
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00004660
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00007756
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00021262
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00019215
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00025639
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00001769
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00021159
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00000974
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00001006
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アカデミック・スキルズ　第3版
大学生のための知的技法入門

KP00032764
慶應義塾大学出版会 202002 PDF ¥3,080 ￥ - ¥4,620

佐藤望【編著】
湯川武　横山千晶　近藤明彦【著】

9784766426564

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
アカデミック・スキルズ

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

ことばを紡ぐための哲学
東大駒場・現代思想講義

KP00020964
白水社 201904 EPUBリフロー ¥4,400 ￥ - ¥6,600

中島隆博
石井剛【編著】

9784560096734

デジタル時代の基礎知識『PR思考』
人やメディアが「伝えたくなる」新しいルー
ル　MarkeZine BOOKS

KP00022306

翔泳社 201803 EPUBリフロー ¥4,840 ￥ - ¥10,670

伊澤佑美
根本陽平

9784798155685

グループ学習入門　学びあう場づくりの
技法　アカデミック・スキルズ

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

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

大学１年生からの　社会を見る眼のつく
り方　大学生の学びをつくる

KP00029707
大月書店 202003 PDF ¥4,840 ￥ - ¥7,260

大学初年次教育研究会 9784272412426

TOEIC(R) L&Rテスト やたらと出る英
単語クイックマスター＋　TTT速習シ
リーズ

KP00019109

アルク 201901 PDF ¥4,290 ￥ - ¥6,435

テッド寺倉
上原ちとせ

9784757433168

18歳から考える家族と法　From18 KP00021779 法律文化社 201810 PDF ¥5,060 ￥ - ¥7,590

二宮周平 9784589039620

大学生のための法学
キャンパスライフで学ぶ法律入門

KP00021788
法律文化社 201812 PDF ¥5,940 ￥ - ¥8,910

長沼建一郎 9784589039675

デジタル時代の基礎知識『リサーチ』　多
彩なデータから顧客の「すべて」を知る新
しいルール　MarkeZine BOOKS

KP00022310

翔泳社 201712 EPUBリフロー ¥5,500 ￥ - ¥12,100

石渡佑矢 9784798154060

12 累計12万部を超える大学生向け学習指南書のベスト＆ロングセラーを8年ぶりに改版。
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を押さえた構成はそのままに、第3版では最新の情報環
境との付き合い方や活用法に関する内容を追加。文献表記の書式についても一新するとともに、既刊「アカデミック・
スキルズ」シリーズのどの部分を参照したらよいかについても追記した。

13 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。

14 「炎上」からヘイトスピーチまで、敵が敵を生む〈ことばの過剰〉に抗して、ともに生きる場を恢復する、「知の技法」のこ
れから。

15
PRの新しい潮流がテレビや新聞だけでなく、SNS、YouTubeなど、新たなメディアにも対応したPRのあり方を解説！
「伝えたくなる情報」だけが生き残る時代へ。

16 ▼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。

17
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。

法学部以外の初学者を対象にした入門テキスト。キャンパスライフの事例など身近な事象を示して法の仕組みを具
体的に解説。法学部以外で初めて法学を学ぶ人を対象にした入門テキスト。総論では法の考え方・しくみについて
概説し、各論では民法を中心に行政法、憲法等を素材に身近な事象を示しながら具体的に解説。各小項目レベ
ルで関連するキャンパスライフの事例も取り上げた。

22
誰でもリサーチできる時代だから、本当に知っておくべきことを教えます。

18 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。

19 現役のTOEIC講師が全見出し語をチェックし、必修レベルを3段階で判定。目標スコア（470点、600点、730
点）に応じて本当に必要な語彙を優先的に学習できます。1つの例文に3語以上のTOEIC必修語彙を盛り込み
ました。文のイメージで覚えるから定着率が違います。TOEICらしいトピック・構文にこだわった例文は、暗記すれば
Part 5対策にも効果的です。

20
法の当事者である学生（子ども）の視点を重視し、社会のあり方（常識）を捉えなおす観点から家族と法の関係
を学ぶ。家族の5つのライフステージごとに具体的事例を設け、社会のあり方（常識）を捉えなおす観点から家族と
法の関係を学ぶ教科書。法の当事者である学生（子ども）の視点を重視し、問題の発見や問題解決に向けた法
制度のあり方なども含めて考える。統計資料も豊富に盛り込む。

21

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00001807
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00001854
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00020964
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00022306
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00015988
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00016042
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00029707
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00019109
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00021779
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00021788
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00022310
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実践 スタンフォード式 デザイン思考
世界一クリエイティブな問題解決
できるビジネスシリーズ

KP00024323

インプレス 201909 PDF ¥5,280 ￥ - ¥10,560

ジャスパー・ウ【著】
見崎大悟【監修】

9784295007326

アカデミックライティング入門　第2版
英語論文作成法

KP00001810
慶應義塾大学出版会 201504 PDF ¥6,160 ￥ - ¥9,240

吉田友子 9784766422122

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
シリーズ　大学生の学びをつくる

KP00005444

大月書店 201607 PDF ¥4,356 ￥ - ¥6,534

松本俊彦【編】 9784272412358

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

KP00009780
勁草書房 201004 PDF ¥7,260 ￥ - ¥10,890

川崎剛 9784326000340

TOEIC L&Rテスト 究極のゼミ
Part 3 & 4

KP00012959
アルク 201701 EPUB(固定レ

イアウト）
¥7,590 ￥ - ¥11,385

早川幸治
ヒロ前田

9784757428676

大学生が知っておきたい
生活のなかの法律

KP00016015
慶應義塾大学出版会 201604 PDF ¥5,610 ￥ - ¥8,470

細川幸一 9784766423204

大学生のためのセーフティーネット
学生生活支援を考える

KP00020973
大学教育出版 201906 PDF ¥1,760 ￥ - ¥3,520

全国大学生活協同組合連合会教職員
委員会【編】

9784866920313

女子学生にすすめる６０冊
大妻ブックレット 1

KP00024429
日本経済評論社 201908 PDF ¥2,145 ￥ - ¥3,217

大妻ブックレット出版委員会【編】 9784818825390

図解でわかる！理工系のためのよい
文章の書き方

KP00024884

翔泳社 201902 EPUBリフロー ¥6,490 ￥ - ¥12,980

福地健太郎【文】
園山隆輔【図解】

9784798158891

内定獲得のメソッド
業界＆職種研究ガイド
マイナビ2021　オフィシャル就活BOOK

KP00025056

マイナビ出版 201905 PDF ¥3,960 ￥ - ¥11,088

マイナビ出版編集部【編著】 9784839969639

大学生のための研究ハンドブック
よくわかるレポート・論文の書き方

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人間生活学
科【編】

9784864290531

32
業界研究と職種研究を行う就活生ための本です。さまざまな業界を幅広く掲載し、それぞれの業界の動向や活躍
する職種、仕事の内容を紹介しました。業界と業界のつながりがひと目で分かる図をはじめ、大手や中小など隠れた
優良企業を見つけるための方法も掲載。就活生が新たに志望業界や職種を見つけるためのヒントが満載です。

33 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。必須の基本的な事柄（内容）に加え、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する。

31
この本にはよりよい文章を自力で書けるようになるための、様々な原則やコツ、ヒントが書かれています。いずれも、著
者が大学で学生の皆さんを相手に、論文指導やレポートの添削を日々行ううちに蓄積したノウハウを基にしたもので
す。主に、次のような方にとって役に立つ本になるようにデザインしてあります。

23 デザイン思考とは、「人々がもつ本当の問題」を解決するための考え方です。著者は、デザイン思考教育の総本山で
あるスタンフォード大学d.school在学中に、デザイン思考のファシリテーターとしてキャリアをスタートし、卒業後は楽天
やメルカリでデザイン思考を実践してきました。本書は、著者がこれまで学んだd.schoolの授業や、ファシリテーターと
してかかわってきたワークショップをベースとし、デザイン思考を身に付けるための具体的なノウハウを解説しています。

27
人気講師・早川幸治がその問題パターンを網羅し、豊富な練習問題、狙いを定めたトレーニング、本番さながらの
模試で、ハイスコアを実現させます。Part 3は「設問のパターン」別に、Part 4は「トークのパターン」別に問題に取り
組みながら、聞き取るべきポイントや、ヒントになる表現、よくあるストーリーの展開を学びます。「意図問題」「図表問
題」や3人による会話、やりとりの多い会話などの対策も万全です。

30 「大学生になったら一体どんな本を読んだらいいの…？」そんな疑問に、さまざまな専門の教員が答える。教養書から
小説・絵本まで、いま大学生が読むべき本を紹介する。

28 「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！詳細な知識・
用語については本文脇の注で説明しながら、イラストや図表もふんだんに駆使した見やすいレイアウト。今後の生活
で必要となる法律知識を、各章6頁にコンパクトにまとめた、一般学生の初年次教育にも最適。

29 今日の学生を取り巻く状況と親世代の就業環境の変化、さらには障がいをもつ学生を取り巻く状況の変化なかで、
支援を必要とすることが増えている。そこで、全国教職員セミナーと同名のテーマで、その内容と大学生を支援する活
動事例をはじめてまとめたものである。

24 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。本文を読み、練習問題をこなすうちに、よい論文を書く
ために必要なスキルとステップをおさえることが出来る構成。文献調査のウェブ活用法や電子文献の使い方など、ネッ
ト時代に対応した改訂版。

25
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。

26 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。
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