
学術認証フェデレーションと連携 

最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます 

Maruzen eBook Libraryは、学術・研究機関の為の学術情報に特化した 
電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです 

 
 

丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 
 
 

https://elib.maruzen.co.jp/ 

Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです 

● 表示価格は税抜きです。 2020年3月 

応援! 大学生活 関連カタログ 

大学生のための知的技法入門 第3版 
（アカデミック・スキルズ） 

出版社 慶應義塾大学出版会 

著編者名 佐藤 望 発行年 2020 

同時1アクセス(本体) ¥3,080 同時3アクセス(本体) ¥4,620 

冊子版ISBN 9784766426564  商品コード 1031507104 

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。 

知の技法 
 ―東京大学教養学部「基礎演習」テキスト― 

出版社 東京大学出版会 

著編者名 小林 康夫 発行年 1994 

同時1アクセス(本体) ¥4,620 同時3アクセス(本体) ¥6,930 

冊子版ISBN 9784130033053  商品コード 1026901565 

カリキュラム改革が進む東大教養学部で，９３年度から文系１年生の必修科目と
して開設されたゼミ形式の「基礎演習」のテキスト．最先端の学問の魅力を紹介
し，論文の書き方・口頭発表の仕方・資料の集め方等を収めた「究極の参考書」． 

充実した学生生活におすすめのタイトルを集めました! 

No.2020-092 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


● 表示価格は税抜きです。 2020年3月 

応援! 大学生活 関連カタログ 
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アカデミックライティング入門 
 ―英語論文作成法―第2版 

出版社 慶應義塾大学出版会 

同時1アクセス 
(本体) ¥6,160 

同時3アクセス 
(本体) ¥9,240 

冊子版ISBN 9784766422122  

著編者名 吉田 友子 発行年 2015 商品コード 1017973135 

日本人学習者が、英語で論文が書けるよう導くことを目的としたテキスト。論文の準備の各段階や
構成の方法など、論文を書くために必要な具体的な技術を英語と日本語で説明する。書き込み
式の練習問題あり。 

実地調査入門 
 ―社会調査の第一歩― 
（アカデミック・スキルズ） 

出版社 慶應義塾大学出版会 

同時1アクセス 
(本体) ¥4,950 

同時3アクセス 
(本体) ¥7,480 

冊子版ISBN 9784766422566  

著編者名 西山 敏樹 発行年 2015 商品コード 1020083498 

「学部の1年生から2年生くらいのレポートでの調査・分析」をテーマに、社会調査の基礎的な準備・
実施からデータ収集・分析までの一連の手続きを説明する。「データ収集・分析入門」の姉妹編。 

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） 

出版社 慶應義塾大学出版会 

同時1アクセス 
(本体) ¥5,610 

同時3アクセス 
(本体) ¥8,470 

冊子版ISBN 9784766422740  

著編者名 大出 敦 発行年 2015 商品コード 1019748795 

レポート、論文、試験の答案を作成するために、まず必要となる「テキストを読む力」を身につけよ
う。人文系の例題を使って、「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」といっ
た大学生の疑問に答える。 

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） 

出版社 慶應義塾大学出版会 

同時1アクセス 
(本体) ¥3,696 

同時3アクセス 
(本体) ¥5,544 

冊子版ISBN 9784766421774  

著編者名 慶應義塾大学日吉キャンパス学習相談員 発行年 2014 商品コード 1016972249 

知識ゼロからのレポート作成 “超” 入門！ 大学1、2 年生から実際に、大学の学習相談に寄せら
れた質問を元に、レポート・論文執筆のポイント／学生であれば知っておきたい学習テクニックを、
大学の学生相談員が「学生の目線」から易しく解説。この一冊で、“ダメなレポート”から脱出せよ！ 



● 表示価格は税抜きです。 2020年3月 

応援! 大学生活 関連カタログ 

大学生学びのハンドブック 
 ―勉強法がよくわかる!―4訂版 

出版社 世界思想社教学社 

著編者名 世界思想社編集部 発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥3,960 同時3アクセス(本体) ¥7,920 

冊子版ISBN 9784790717072  商品コード 1028499619 

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。 

大学新入生ハンドブック 
 ―大学生活これだけは知っておきたい!― 

出版社 世界思想社教学社 

著編者名 世界思想社編集部 発行年 2014 

同時1アクセス(本体) ¥1,716 同時3アクセス(本体) ¥3,520 

冊子版ISBN 9784790716419  商品コード 1018867900 

「大学は高校とどこがどう違うのか」という視点から、大学の仕組みや勉強の仕方につ
いて、分かりやすく紹介する。大学で使われる独特の言葉を集めた「大学用語集」も
収録。チェックページあり。 

大学生入門 
 ―知の扉をひらく！―３訂版 

出版社 世界思想社教学社 

著編者名 高橋 三郎 発行年 2009 

同時1アクセス(本体) ¥4,290 同時3アクセス(本体) ¥8,580 

冊子版ISBN 9784790713944  商品コード 1016437824 

新入生が入学後に体験することを順番に説明し、ゼミ発表の心得やレポートの書き方
など、大学におけるプレゼンテーションについてアドバイスする。教育基本法などの改
正、学生や教職員の意識の変化に対応した３訂版。 
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● 表示価格は税抜きです。 2020年3月 

シリーズ大学生の学びをつくる  

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

企業と社会が見える経営学概論 井上 秀次郎 2019 9784272111275 ¥6,776  ¥10,164  1031064016 

資本主義がわかる経済学 阿部 太郎 2019 9784272111244 ¥4,840  ¥7,260  1029684272 

共に生きるための障害福祉学入門 結城 俊哉 2018 9784272412396 ¥5,324  ¥7,986  1027261574 

わかる・役立つ教育学入門 植上 一希 2018 9784272412419 ¥4,598  ¥6,897  1028365855 

ハタチまでに知っておきたい性のこと 第2版 橋本 紀子 2017 9784272412372 ¥4,840  ¥7,260  1024591729 

貿易入門 ―世界と日本が見えてくる― 小林 尚朗 2017 9784272150427 ¥5,566  ¥8,349  1024591732 

半径5メートルからの教育社会学 片山 悠樹 2017 9784272412389 ¥5,324  ¥7,986  1025375311 

99%のための経済学入門 
 ―マネーがわかれば社会が見える―第2版 

山田 博文 2016 9784272111213 ¥4,598  ¥6,897  1022314337 

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― 

松本 俊彦 2016 9784272412358 ¥4,356  ¥6,534  1022314338 

大学生になるってどういうこと? 
 ―学習・生活・キャリア形成― 

植上 一希 2014 9784272412310 ¥4,598  ¥6,897  1017134873 

ハタチまでに知っておきたい性のこと 橋本 紀子 2014 9784272412327 ¥4,840  ¥7,260  1017134874 

「私」をひらく社会学 ―若者のための社会学入門― 豊泉 周治 2014 9784272412334 ¥5,808  ¥8,712  1017134875 

大学生の学習テクニック 第3版 森 靖雄 2014 9784272412341 ¥4,356  ¥6,534  1017134876 

13冊 揃価格 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥65,824 ¥98,736 

応援! 大学生活 関連カタログ 
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● 表示価格は税抜きです。 2020年3月 

応援! 大学生活 関連カタログ 

情報活用とアカデミック・スキル 
 ―Office 2016― 

出版社 共立出版 

同時1アクセス 
(本体) 

¥8,910 

同時3アクセス 
(本体) 

¥13,365 

冊子版ISBN 9784320124295  

著編者名 松山 恵美子 発行年 2018 商品コード 1030360983 

社会人基礎力として必要となる情報スキルを養成していくテキスト。パソコンの基礎を学ぶ学生
を対象として、OSの環境に左右されない、コンピューターリテラシーの基本的な考え方を身に
つけることを目的とする。大学ではどのような情報教育が求められているのか、どのようなテキス
トが必要とされているのかを考え、学生自らが考えて活用していくテキストを目指した。Web上
に練習問題を用意する。Windows10、Office2016対応。 

グループ学習入門 
 ―アカデミック・スキルズ― 

出版社 慶應義塾大学出版会 

同時1アクセス 
(本体) 

¥3,740 

同時3アクセス 
(本体) 

¥5,610 

冊子版ISBN 9784766420395  

著編者名 新井 和広 発行年 2013 商品コード 1030681220 

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。 

アカデミック・リテラシー 
 ―知へのいざない―【動画付】 

出版社 桜美林大学出版会 

同時1アクセス 
(本体) 

¥6,600 

同時3アクセス 
(本体) 

¥9,900 

冊子版ISBN - 

著編者名 佐藤 正典 発行年 2018 商品コード 1030650540 

大学の学修全体の道標の書であるという意味で、本書は「アカデミック・リテラシー」の入門書で
あるといってよい。アカデミック・リテラシーとは、物事を学問的に観察し考えることのできる能力
のことである。そうした能力の鍛錬と涵養のために、本書が学修の一助となることを願ってやま
ない。 
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● 表示価格は税抜きです。 2020年3月 

応援! 大学生活 関連カタログ 

大学生活マネジメント・ブック 
 （大学生活+2選書） 

出版社 旺文社 

同時1アクセス
(本体) 

¥4,400 

同時3アクセス
(本体) 

¥6,600 

冊子版ISBN 9784010527467  

著編者名 旺文社 発行年 2015 商品コード 1030945449 

後悔しない大学生活を送るために！履修登録・サークル選び・ノートのとり方・試験とレポート・
はじめての一人暮らし・アルバイト・海外留学・就活準備…。「いまさら人に聞けない」大学生の
不安を解消し、大学生活を充実させるための一冊です。各種データや、ここでしか聞けない「先
輩のアドバイス」「大学教員のホンネ」なども随時掲載しています。 

大学生のための失敗しない
大人のマナー  
（大学生活+2選書） 

出版社 旺文社 

同時1アクセス
(本体) 

¥4,400 

同時3アクセス
(本体) 

¥6,600 

冊子版ISBN 9784010527474  

著編者名 旺文社 発行年 2015 商品コード 1030945450 

・大学生活において必要となり、社会に出てからも役に立つさまざまな「マナー」について、シ
チュエーション別に解説しています。・1テーマを基本的に見開き2ページで構成し、知りたいと
ころから見ることができます。・イラスト・図表・例などを多数使用して、直感的にもわかりやすく説
明しています。・各章の最初には基礎チェックの○×問題、各章の最後にはチェック問題を掲
載し、内容の確認ができます。 

大学生論  
（高等教育研究 第11集） 

出版社 玉川大学出版部 

同時1アクセス
(本体) 

¥7,700 

同時3アクセス
(本体) 

¥15,400 

冊子版ISBN 9784472180385  

著編者名 日本高等教育学会 発行年 2008 商品コード 1011658266 

大学の構造と学生の意識や行動を関連付ける大学のもつ選抜性や規模などのハード的特性
や教育プログラムや教育方法などのソフト的特性と大学生の意識や行動を関連付けることがで
きれば、大学生像を実証的に論じることができる。大学生活と学生の社会化、学生の分化と多
様化、学生層間の不平等や能力形成などの諸問題を考察し、現代における大学のあり方を逆
照射する。 
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● 表示価格は税抜きです。 2020年3月  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

応援! 大学生活 関連カタログ 

カフェパウゼで法学を 
 ―対話で見つける「学び方」― （※） 

出版社 弘文堂 

同時1アクセス 
(本体) ¥6,534 

同時3アクセス 
(本体) ¥9,801 

冊子版ISBN 9784335357336  

著編者名 横田 明美 発行年 2018 商品コード 1030360926 

すべての大学生に必読の大学生活入門。「答えはひとつじゃないんですか？」「先生が教科書ど
おりに講義をしてくれません！」「予習・復習はどうやるの？」――ぱうぜセンセとの対話を通じて、
大学生活におけるFAQにやさしく回答。レポートや卒論の書き方など、図解もまじえて具体的か
つ実践的なメソッドを伝授するだけでなく、「法学部あるある」やおすすめ本を題材にした〈コラム〉、
本書の内容を実践できる〈ワーク〉も充実。 

大学生の生き方・考え方 
 ―脱フリーター宣言!― 

出版社 実教出版 

同時1アクセス 
(本体) ¥3,300 

同時3アクセス 
(本体) - 

冊子版ISBN 9784407305418  

著編者名 塚谷 正彦 発行年 2004 商品コード 1013998448 

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、著者の大学時代の経験も織り
交ぜながら述べる。夢に向かって人生へ踏み出していく大学生のための一冊。 

充実した大学生活のために 
 ―先人の智恵を学ぶ― 

出版社 大学教育出版 

同時1アクセス 
(本体) ¥1,320 

同時3アクセス 
(本体) ¥2,640 

冊子版ISBN 9784887308862  

著編者名 岩附 正明 発行年 2009 商品コード 1022311817 

授業、部活、友情、健康、アルバイト、就職活動…。充実した大学生活のために日々をどのように
過ごすかを提言した、新入生へのメッセージ集。大学生活の過ごし方、物事の見方・人生の生き
方に関する先人の智恵を紹介する。 

自己発見とあなたの挑戦 
 ―大学生活をリッチにする入門講座― 

出版社 大学教育出版 

同時1アクセス 
(本体) ¥1,980 

同時3アクセス 
(本体) ¥3,960 

冊子版ISBN 9784887306905  

著編者名 小野 良太 発行年 2006 商品コード 1022311815 

大学は在学期間の中味と密度こそが、もっとも大きな関心を払うべき対象である。１０年以上海外
の大学に身を置いた自身の経験を反映させながら大学１年生を対象に開講している、「自己発
見」をテーマにした入門講座を紹介。 
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● 表示価格は税抜きです。 2020年3月 

応援! 大学生活 関連カタログ 

大学1年生のための中国語  
第2版 

出版社 慶應義塾大学出版会 

同時1アクセス 
(本体) 

¥6,160 

同時3アクセス 
(本体) 

¥9,240 

冊子版ISBN 9784766425840  

著編者名 慶應義塾大学商学部中国語部会 発行年 2019 商品コード 1029973253 

▼中国語初修者のための好評テキスト、第2版！▼大学生の日常会話を例文とした分かりや
すい構成で、音節表や簡体字の書取表などの付録も充実。▼QR コードから音声データにアク
セスできるスマホ対応版！ 

統計学への招待 
 ―大学生・社会人に必要な知識― 

出版社 税務経理協会 

同時1アクセス 
(本体) 

¥5,280 

同時3アクセス 
(本体) 

¥7,920 

冊子版ISBN 9784419065133  

著編者名 三品 勉 発行年 2018 商品コード 1030760073 

現役で教養統計学を教える教授陣が、総力をあげて伝える統計学の世界。分かりやすく体系
的で初心者に最適である。インターネットを介した演習が効果的であり出色の基本書といえる。 

大学生が知っておきたい 
生活のなかの法律 

出版社 慶應義塾大学出版会 

同時1アクセス 
(本体) 

¥5,610 

同時3アクセス 
(本体) 

¥8,470 

冊子版ISBN 9784766423204  

著編者名 細川 幸一 発行年 2016 商品コード 1020782073 

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。生きていくうえで必要な法的知識や社
会の制度を学べる。 
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● 表示価格は税抜きです。 2020年3月 

応援! 大学生活 関連カタログ 

大学生のための法学 
 ―キャンパスライフで学ぶ法律入門― 

出版社 法律文化社 

同時1アクセス 
(本体) 

¥5,940 

同時3アクセス 
(本体) 

¥8,910 

冊子版ISBN 9784589039675  

著編者名 長沼 建一郎 発行年 2018 商品コード 1030483177 

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。 

はじめての研究生活マニュアル 
 ―解消します!理系大学生の疑問と 
不安― 

出版社 化学同人 

同時1アクセス
(本体) 

¥3,300 

同時3アクセス
(本体) 

¥4,620 

冊子版ISBN 9784759815979  

著編者名 西澤 幹雄 発行年 2015 商品コード 1019023672 

はじめて卒業研究をする理系大学生のためのマニュアル。メールの書き方などの基本的なこと
から、実験の進め方、論文紹介や研究発表にいたるまで、さまざまな疑問に答えるほか、研究
室での生活全般についてもアドバイスします。 

科学の技法 テキスト 
 ―東京大学「初年次ゼミナール理科」― 

出版社 東京大学出版会 

同時1アクセス
(本体) 

¥4,125 

同時3アクセス
(本体) 

¥11,550 

冊子版ISBN 9784130623186  

著編者名 
東京大学大学院総合文化研究科・教養学部 
附属教養教育高度化機構初年次教育部門 

発行年 2017 商品コード 1029834051 

東京大学で始まった，理系1年生の必修科目「初年次ゼミナール理科」．少人数でのアクティブ
ラーニングによって，第一線の研究者とともに研究の世界を体験する．本書は，基礎的なスキ
ルをまとめ，多彩な授業を紹介し，その後の研究を展望する．理系大学生，必携． 
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● 表示価格は税抜きです。 2020年3月 

応援! 大学生活 関連カタログ 

コピペしないレポートから 
始まる研究倫理 
 ―その一線、越えたらアウトです!― 
（ライフサイエンス選書） 

出版社 ライフサイエンス出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥3,300 

同時3アクセス
(本体) 

¥4,950 

冊子版ISBN 9784897753522  

著編者名 上岡 洋晴 発行年 2016 商品コード 1030071716 

一,レポートの書き方と作法を教えます。二,卒論,研究論文の書き方と作法・ルールを教えます。三,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。(著者より)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。本書は一回だけでなく毎年読み直してもらいた
い。・IT社会となった現代は,コピペが簡単にできてしまう時代だ。立派な研究者でもコピペをしていたとい
うのだから困ったものである。コピペで都合が悪ければ書き換えてしまうことも容易にでき,それがいけない
ということに気づかなくなっていくのがいちばん恐ろしい。 

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― 

出版社 大学教育出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥1,320 

同時3アクセス
(本体) 

¥2,640 

冊子版ISBN 9784864290531  

著編者名 ノートルダム清心女子大学人間生活学科 発行年 2011 商品コード 1022311879 

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1年生のための伝わる 
レポートの書き方 （※） 

出版社 有斐閣 

同時1アクセス
(本体) 

¥3,080 

同時3アクセス
(本体) 

¥4,620 

冊子版ISBN 9784641174207  

著編者名 都筑 学 発行年 2016 商品コード 1023366605 

初めてレポートを書こうとしている大学生に向けて、「調べる・考える・書いて伝える」の3つの段
階にわけて、レポートを楽しんで書くコツを教える。チェックポイント付き。 
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応援! 大学生活 関連カタログ 

大学生のためのリサーチ 
リテラシー入門 
 ―研究のための8つの力― 

出版社 ミネルヴァ書房 

同時1アクセス 
(本体) ¥7,480 

同時3アクセス 
(本体) ¥11,220 

冊子版ISBN 9784623060450  

著編者名 山田 剛史 発行年 2011 商品コード 1025423516 

これから本格的に研究を意識し始める学生（学部２～３年生や修士１年生）を主たる対象とした、リ
サーチリテラシー（研究を遂行するために必要な基礎的能力）についての入門書。これを読めば
「聞く力」「課題発見力」「情報収集力」「情報整理力」「読む力（読解力）」「書く力（執筆力）」「デー
タ分析力」「プレゼンテーション力」の８つの力が身につきます。 

高校生・大学生のための 
読書の教科書 
 ―アウトプット力を高める11のワーク― 

出版社 学事出版 

同時1アクセス 
(本体) ¥2,750 

同時3アクセス 
(本体) ¥4,125 

冊子版ISBN 9784761925567  

著編者名 稲井 達也 発行年 2019 商品コード 1030910487 

基本的な「国語表現」ドリルで日本語の4技能をウォームアップ。書評の読み・書きワークで自然に
読書好きになり、日本語表現を豊かにする。 

大学生のための情報リテラシー 

出版社 共立出版 

同時1アクセス 
(本体) ¥7,260 

同時3アクセス 
(本体) ¥10,890 

冊子版ISBN 9784320124288  

著編者名 張 磊 発行年 2018 商品コード 1029973268 

本書は、情報社会に生きる現代人にとって必須能力である情報リテラシーを育成するための書籍
である。「大学生としての情報リテラシースキルを養成すること」と「社会人としての情報スキルを射
程圏内に入れること」を目標に執筆されている。大学生が講義を受けながら必要に応じたテクニッ
クを吸収していけるよう構成されており、丁寧な解説で、初心者でも卒論やダイナミックな資料作
成が可能になることを目指している。 

思考を鍛える大学の学び入門 
 ―論理的な考え方・書き方から 
キャリアデザインまで―第2版 

出版社 慶應義塾大学出版会 

同時1アクセス 
(本体) ¥3,740 

同時3アクセス 
(本体) ¥5,610 

冊子版ISBN 9784766426519  

著編者名 井下 千以子 発行年 2020 商品コード 1031507103 

大学での「学びの基本」を学びたい大学1、2年生を対象とした好評解説書。付属のワークシート
を使いながら、学ぶとはどのようなことか、大学とはどのようなところかを考え、調査・取材・レポート
作成・発表を通じて、学びの基本的スキルを身につける構成。 
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大学1年生からのプロジェクト 
学習の始めかた 

出版社 慶應義塾大学出版会 

同時1アクセス 
(本体) 

¥4,400 

同時3アクセス 
(本体) 

¥6,600 

冊子版ISBN 9784766426366  

著編者名 常盤 拓司 発行年 2019 商品コード 1031340597 

近年、その学習効果から大学現場でもプロジェクト学習（PBL=Project Based Learning）の導入
が増加しているが、実際に行う学生にも、指導・監督を担う教員にもプロジェクト推進について
の経験や知識が十分にないのが現状である。本書は、大学１年生を対象として、プロジェクトを
進めるうえでの基礎知識や手順を案内、実践例も紹介しながら試行錯誤のガイドラインを提供
する。巻末には、計画書や予算・品質に関する管理表のテンプレートも付録する。 

大学1年生からの研究の 
始めかた 

出版社 慶應義塾大学出版会 

同時1アクセス 
(本体) 

¥4,400 

同時3アクセス 
(本体) 

¥6,600 

冊子版ISBN 9784766423648  

著編者名 西山 敏樹 発行年 2016 商品コード 1023366696 

大学1・2年生を対象に、研究で守らなくてはならない倫理面やルールも含めて、正しい研究計
画の立てかたをまとめる。参考文献の書き方も解説。付録のチェックリスト・ワークシートをダウン
ロードできるURL付き。 

大学生の学び・入門 
 ―大学での勉強は役に立つ！―
（有斐閣アルマ） （※） 

出版社 有斐閣 

同時1アクセス 
(本体) 

¥3,520 

同時3アクセス 
(本体) 

¥5,280 

冊子版ISBN 9784641122826  

著編者名 溝上 慎一 発行年 2006 商品コード 1031314157 

 
大学生はどう勉強すればよいのか。大学教育は役に立つのか。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！ 

商品コード：1031314162 EPUBリフロー版あり 
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大学生のためのキャリア 
ガイドブック Ver. 2 

出版社 北大路書房 

同時1アクセス
(本体) 

¥3,960 

同時3アクセス
(本体) 

¥7,920 

冊子版ISBN 9784762829161  

著編者名 寿山 泰二 発行年 2016 商品コード 1031031539 

大学で何を学ぶか，労働する意味，どのような職種があり自分にとっての適職は何か。キャリア
発達を踏まえながら，経済学・経営学・心理学・教育学などの総合的視点で「キャリア」を解説。
2ページ見開きの1テーマ完結で編集し，女性や社会人学生のキャリア，大学生のカウンセリン
グ事例も掲載した好評書籍の改訂新版。 

大学生のためのキャリア 
デザイン入門 （※） 

出版社 有斐閣 

同時1アクセス
(本体) 

¥3,960 

同時3アクセス
(本体) 

¥7,920 

冊子版ISBN 9784641174009  

著編者名 岩上 真珠 発行年 2014 商品コード 1016606021 

キャリアデザインとは，職業や就職活動だけでなく，自分がこの社会でどう生きたいのか，その
ために何が必要かを考え，自分自身の設計図を描くことである。グローバル化・個人化する社
会の中で，いかに「自分らしく」生きていくかを実践的に学ぶ入門テキスト。 

大学生の職業意識とキャリア
教育 ―will can must― 

出版社 勁草書房 

同時1アクセス
(本体) 

¥6,820 

同時3アクセス
(本体) 

¥10,230 

冊子版ISBN 9784326653065  

著編者名 谷内 篤博 発行年 2005 商品コード 1020567986 

刻々と変貌する大学生の職業意識。就職指導や就職部の役割は今どのように変わらねばなら
ないのか。豊富な具体例で迫る。著者のゼミの学生や卒業生に対する就職指導やキャリア・カ
ウンセリングの実際について詳しく記述。 

 ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 
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応援! 大学生活 関連カタログ 

PROG白書2015 
 ―大学生10万人のジェネリック
を初公開― 

出版社 学事出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥3,300 

同時3アクセス
(本体) 

¥4,950 

冊子版ISBN 9784761921088  

著編者名 PROG白書プロジェクト 発行年 2015 商品コード 1025600095 

大卒者として社会で求められる汎用的な能力（ジェネリックスキル）を育成するプログラム「ＰＲＯ
Ｇ」の、全国の大学生10万人の調査をもとに、大学生に必要な力をさぐり、大学選びの新たな
基準を示す。 

大学生のための動画制作 
入門 ―言いたいことを映像で 

表現する技術― 

出版社 慶應義塾大学出版会 

同時1アクセス
(本体) 

¥5,610 

同時3アクセス
(本体) 

¥8,470 

冊子版ISBN 9784766424287  

著編者名 黒岩 亜純 発行年 2017 商品コード 1024943437 

※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。  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。 

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― 

出版社 大学教育出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥1,760 

同時3アクセス
(本体) 

¥3,520 

冊子版ISBN 9784866920313  

著編者名 全国大学生活協同組合連合会教職員委員会 発行年 2019 商品コード 1030939869 

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。 
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応援! 大学生活 関連カタログ 

高校生・受験生・大学生のための 
中堅大学活用術 

出版社 大学教育出版 

同時1アクセス 
(本体) ¥1,980 

同時3アクセス 
(本体) ¥3,960 

冊子版ISBN 9784864292764  

著編者名 宇田川 拓雄 発行年 2014 商品コード 1022311874 

偏差値60未満の中堅大学の学生は、4年間で具体的に何をどんな風に学び、どんなアイデンティ
ティを獲得しているのか。現状をわかりやすく解説し、中堅大学を活用する術を紹介する。 

大学生活を始めるときに読む本 
 ―東京電機大学新入生ガイドブック― 

出版社 東京電機大学出版局 

同時1アクセス 
(本体) ¥5,881 

同時3アクセス 
(本体) ¥8,823 

冊子版ISBN 9784501631703  

著編者名 東京電機大学 発行年 2019 商品コード 1030550328 

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。大学生活を有
意義に過ごせるように心の準備をさせる。自信を持ち、前向きに、興味関心を深めて挑戦すること
を促す。 

なぜ日本の大学生は、世界で
いちばん勉強しないのか? 

出版社 東洋経済新報社 

同時1アクセス 
(本体) ¥3,300 

同時3アクセス 
(本体) ¥6,600 

冊子版ISBN 9784492223307  

著編者名 辻 太一朗 発行年 2013 商品コード 1016467010 

いまの日本では、「勉強しない大学生」が量産されている。大学生・大学の先生・企業の採用担当
者のそれぞれが自分の利益を最大化した結果が、大学生が勉強する「システム」を作るという、現
実的な解決策を紹介する。 

自信力が学生を変える 
 ―大学生意識調査からの提言― 
（平凡社新書 276） 

出版社 平凡社 

同時1アクセス 
(本体) ¥1,672 

同時3アクセス 
(本体) ¥2,508 

冊子版ISBN 9784582852769  

著編者名 河地 和子 発行年 2005 商品コード 1030601392 

なぜ若者は自信が持てないのか？ 首都圏の大学生2100人以上を調査した著者が、授業と就
職活動を焦点に、学生の本音を紹介し、「自信力」を育てるための方法をアドバイスする。 今の若
者は、真面目だがどこか自信がなさそうだ。しかし、自分自身を肯定できるならば、授業や就職活
動の厳しい局面も乗り切ることができる。大学生2103人を調査し、93人にインタビューした著者が、
〈自信力〉を育てるために、学生、教員、保護者は何をすべきかを提言する。 
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人材紹介のプロがつくった 
発達障害の大学生のための
キャンパスライフQ&A （※） 

出版社 弘文堂 

同時1アクセス
(本体) 

¥5,940 

同時3アクセス
(本体) 

¥8,910 

冊子版ISBN 9784335651755  

著編者名 石井 京子 発行年 2017 商品コード 1030866951 

発達障害のある大学生が感じる学生生活のとまどいと、就活への不安にこたえる72問。大学入
学から就職活動に至るまで、４年間の学生生活で発達障害のある大学生がつまずきやすいポ
イントを「Q&A」形式で徹底解説。当事者、支援者、保護者の疑問と不安にこたえるサポート
ブックです。 

発達障害のある高校生・ 
大学生のための上手な体・
手指の使い方 

出版社 中央法規出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥4,400 

同時3アクセス
(本体) 

¥8,800 

冊子版ISBN 9784805856482  

著編者名 笹田 哲 発行年 2018 商品コード 1030939881 

姿勢や動作のぎこちなさ、体幹の弱さ、手指の不器用さがある高校生・大学生等が、それらを
改善して、スムーズな動作を可能にするための体操、動作のポイント等を紹介。学習や生活、
就活でつまづきやすい動きを取り上げ、先生や保護者のためのサポートのコツも盛り込んだ。 

ジェンダーについて 
大学生が真剣に考えてみた 
 ―あなたがあなたらしくいられる 
ための29問― 

出版社 明石書店 

同時1アクセス
(本体) 

¥3,300 

同時3アクセス
(本体) 

¥4,950 

冊子版ISBN 9784750348520  

著編者名 一橋大学社会学部佐藤文香ゼミ生一同 発行年 2019 商品コード 1030884519 

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、そのことゆえに友人・知人から投げかけられたさまざまな「問い」に悩
みつつ、それらに真っ正面から向き合った、真摯で誠実なQ&A集。 
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