
レポート・論文の書き方 研究の進め方 

プレゼンの方法 ゼミでの勉強法をサポート 

大学生のための 

アカデミック スキルズ 

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31タイトル 

同時アクセス１（一部２） 

  128,227円(本体価) 

※1点から購入可 

No.KD0130    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 

KinoDenなら 学外からスマホで読めるから 学習がはかどる 

アカデミック・スキルズ  
          第3版 
佐藤望【編著】  
湯川武 横山千晶 近藤明彦【著】 

8年ぶりに改版！ノートの取り方

や情報の整理法など、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。
（慶應義塾大学出版会）    
底本刊行年月：2020.02 

同時アクセス１本体価：3,080円 

レポート・論文の 
  書き方入門 第４版 
河野哲也 

累計発行部数20万部を超えるベ
スト＆ロングセラーを約15年ぶり

に改訂。レポートや論文には練習
方法がある。大学ではじめてレ
ポート・論文を書く人必読！  
（慶應義塾大学出版会）     
底本刊行年月：2018.07 

同時アクセス１本体価：3,080円 

コピペと言われない 
レポートの書き方教室 
山口裕之 

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。
（新曜社）             
底本刊行年月：2013.07 

同時アクセス１本体価：3,300円 

思考を鍛えるレポート・   
  論文作成法 第3版 
井下千以子 

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。（慶應義塾大学出版会）    
底本刊行年月：2019.02 

同時アクセス１本体価：3,740円 



書名 Product　ID 出版社名
底本刊行
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フォーマット
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アクセス1

本体価
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アクセス2
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アクセス3
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著者 ISBN

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 ¥4,620

アカデミック・スキルズ　第3

版
9784766426564

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

大学生の学習テクニック

第３版
9784272412341

小林弘司/パスマシリ・ジャヤセーナ/

鈴木絢女/藤野友和/望月俊孝
KP00001386

大学教育出版 201403 PDF ¥1,320 ¥1,980

学問キャリアの作り方 9784864292603

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 ¥10,890

大学での学び方 9784326653249

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 ¥5,610

グループ学習入門 9784766420395

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

大学生　学びのハンドブック

4訂版
9784790717072

小林尚 KP00024324
クロスメディア・パブリッシ

ング

201909 EPUBリフロー ¥4,290 ¥8,580

開成流ロジカル勉強法 9784295403418

小林尚 KP00001844
慶應義塾大学出版会 201510 PDF ¥5,610 ¥8,415

論理的な考え方伝え方 9784766422672

荘司雅彦 KP00014566
平凡社 200708 EPUB(固定レイアウト）¥1,540 ¥2,310

論理と心理で攻める　人を

動かす交渉術
9784582853858

富士通エフ・オー・エム KP00029342
FOM出版 201804 PDF ¥2,970 ¥5,940

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

9784865103434

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！

大学生向け学習指南書のベストセラーを8年ぶりに改版！ 文献表記の書式も一新するとともに、既

刊「アカデミック・スキルズ」シリーズとの連携を強化。  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。

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！

知的生産それ自体が協同の営為であるという認識のもとで、客観的な根拠と良心にしたがって自ら

答えを出し、責任をもって発信し、他者とかかわることのできるソーシャル・スキルを備えた人材育成を

目的とした初年次教育テキスト。

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。

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。

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。

大学生・社会人になってからの勉強法とは？なぜ「開成流」なのか？というと、名門校には他校には

ない独自の秘伝があり、その伝承によって天才は生まれるのではないか？という仮説からである。本書

で語られていることはいたってシンプルであるが、本質的である。ストーリーロジックとストラクチャーロジッ

ク。まずはこの2つのワードを鍵として勉強法を身に付けてほしい。

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。

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。
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富士通エフ・オー・エム KP00029346
FOM出版 202002 PDF ¥2,475 ¥4,950

情報リテラシー 入門編 9784865104165

富士通エフ・オー・エム KP00029358
FOM出版 201712 PDF ¥4,455 ¥8,910

よくわかる

自信がつくプレゼンテーション

引きつけて離さないテクニック

9784865103427

大重史朗 KP00031031
旬報社 201512 PDF ¥4,125 ¥5,362 ¥6,187

調べる・発表する　伝え方教

室
9784845114276

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 ¥1,320 ¥1,980

大学生のための研究ハンド

ブック
9784864290531

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 ¥7,425

実地調査入門 9784766422566

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

はじめての研究生活マニュア

ル
9784759815979

小山田耕二/日置尋久/

古賀崇/持元江津子
KP00008658

コロナ社 201106 PDF ¥7,150 ¥10,725

研究ベース学習 9784339077933

竹田茂生/藤木清 KP00009537
くろしお出版 201310 PDF ¥3,960 ¥5,940

リサーチ入門 9784874245989

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

大学１年生からの研究の始

めかた
9784766423648

樋口貴広 KP00030842
三輪書店 201902 PDF ¥6,600 ¥9,900

研究的思考法 9784895906517

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。

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。

情報リテラシーシリーズのうち、Word、Excel、PowerPoint部分を基礎的な内容に絞って紹介して

いる「情報リテラシー 入門編」です。本書は、情報モラルや情報セキュリティに関する知識や

Windowsの知識に加え、アプリの基礎的な内容をコンパクトにまとめており、これからパソコンを利用

する学生向けの入門書です。事例やパソコンの実習を通して、情報を適切に活用するための知識や

技能を養い、実践に生かせるスキルを習得することを目的としています。

本書は、初めてプレゼンテーションを実施する方や、もっと効果的なプレゼンテーションを実施したいとい

う方が、プレゼンテーションの企画から実施、さらには実施後のフォローまでの一連の流れの中で、必要

な知識やスキルを習得するための教材です。聞き手を納得させるプレゼンテーションには ルールがあ

る！企画から設計、資料作成、事前準備、本番の発表まで、それぞれの工程ごとに何をすべきかを

解説しています。

「文章を書くのが苦手」「人前で発表するのは緊張する……」こんな声に、「伝え方」の基礎からわかり

やすいノウハウ

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。

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。

研究生活をハッピーに変える７ステップ。研究室での生活から卒論完成まで、すぐに役立つコツが満

載！

本書は、多くの大学が導入しているプロジェクトベース学習を念頭に、文系・理系を問わず、おもに大

学1年生向けたテキストです。あらゆる分野において研究を遂行するために必要とされる情報活用能

力について体験的に学習できる1冊となっています。

アカデミックとビジネスの両分野で活用できる新しいリサーチの入門書。この一冊で一貫した調査スキ

ルが習得できる。あなたの論文・ビジネスレポートの信頼性が高まる。18

19

20

15

16

17

13

14

11

12



書名 Product　ID 出版社名
底本刊行

年月
フォーマット
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山口裕之 KP00004660
新曜社 201307 PDF ¥3,300 ¥3,960

コピペと言われないレポートの

書き方教室
9784788513457

河野哲也 KP00019227
慶應義塾大学出版会 201807 PDF ¥3,080 ¥4,620

レポート・論文の書き方入門

第４版
9784766425277

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

思考を鍛えるレポート・論文

作成法　第3版
9784766425772

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 ¥5,544

学生による学生のためのダメ

レポート脱出法
9784766421774

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

アカデミックライティング入門

第2版
9784766422122

滝川好夫 KP00005077
税務経理協会 201111 PDF ¥3,410 ¥5,115

学生・院生のためのレポー

ト・論文の作成マニュアル
9784419057299

滝川好夫 KP00005080
税務経理協会 201403 PDF ¥3,410 ¥5,115

卒業論文・修士論文作成の

要点整理　実践マニュアル
9784419060862

渡邊淳子 KP00007756
研究社 201508 PDF ¥2,860 ¥4,290

大学生のための論文・レポー

トの論理的な書き方
9784327384708

石塚正英/黒木朋興【編著】 KP00017888
朝倉書店 201603 PDF ¥8,250 ¥12,375 ¥16,500

日本語表現力 9784254510492

上岡洋晴 KP00025101
ライフサイエンス出版 201612 PDF ¥3,300 ¥4,950

コピペしないレポートから始ま

る研究倫理
9784897753522

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

大学一年生の文章作法 9784000289153

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。

現代社会で必要とされるコミュニケーション力や問題解決力などを日本語表現の土台において身につ

けていくためのテキスト。文章の構成・書き方を学び、基礎的な用語について理解を深め、実際に文

章として書いてみるプロセスを解説。

大学に入学したらまず読んでほしい… 大学教員からの切実な思いが詰まった一冊です。  1.レポートの

書き方と作法を教えます。 2.卒論、研究論文の書き方と作法・ルールを教えます。3.研究における道

徳心を持った美しいあなたに次世代を託します。

文章を書くことへの苦手意識や怖れ、「書けない」という思い込みはどうすれば取り除くことができるだろ

うか。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なることに

的を絞った授業実践の経験を踏まえて、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。

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。

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。

累計発行部数20万部を超える当社最大のベスト＆ロングセラーを、2002年の第3版刊行以来、

約15年ぶりに改訂。 「テキスト批評という練習法」の解説を充実させ、注の形式に関する説明を整

理・更新、参考文献とその解題も一新したほか、著者の講義経験に基づき記述内容もアップデー

ト。 好評を博した明快な語り口調やコンパクトにまとまった構成はそのままに、より理解しやすく使いや

すくなった、初心者にベストの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。

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。

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。

単に論文をどのように書けばよいのかだけにとどまらず、論文の評価の際に重要な要素であるプレゼン

テーションについても説明。

実証研究を主とした論文、27の作業プロセス。文献をまとめる形の論文、28の作業プロセス。
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