
教育学部

教員名 書名 著者名 出版社
発行
年

冊数

小学校コース基礎
ゼミ担当

学びとは何か : 「探究人」になるために 今井むつみ著 岩波書店 2016 2

小学校コース基礎
ゼミ担当

大学生のためのレポート・論文術. 新版 小笠原喜康著 講談社 2009 2

小学校コース基礎
ゼミ担当

子どもの姿に学ぶ教師 : 「学ぶ意欲」と「教育的
瞬間」

鹿毛雅治著 教育出版 2007 2

天海　丈久
大学生学びのハンドブック : 勉強法がよくわかる!
(4訂版)

世界思想社編集部編 世界思想社 2018 2

天海　丈久
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, 寺崎里水, 藤野真著 大月書店 2014 2

天海　丈久
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

松本俊彦編 大月書店 2016 2

天海　丈久 大学1年生のための伝わるレポートの書き方 都筑学著 有斐閣 2016 2

理工学部

教員名 書名 著者名 出版社
発行
年

冊数

伊東　俊司
30時間でマスタープレゼンテーション+PowerPoint
2016 : Windows10対応

実教出版企画開発部編 実教出版 2016 2

伊東　俊司
スタディスキルズ・トレーニング : 大学で学ぶため
の25のスキル　（改訂版）

吉原惠子 [ほか]著 実教出版 2017 2

伊東　俊司
学生のレポート・論文作成トレーニング : スキルを
学ぶ21のワーク　（改訂版）

桑田てるみ編 ; 桑田てるみほか
執筆

実教出版 2015 2

伊東　俊司 理系大学生活ハンドブック 原田淳著 化学同人 2017 2

伊東　俊司
ぜったい成功する!はじめての学会発表 : たしか
な研究成果をわかりやすく伝えるために

西澤幹雄著 化学同人 2017 2

伊東　俊司
化学系のための安全工学 : 実験におけるリスク
回避のために

西山豊, 柳日馨編著 化学同人 2017 2

石山　新太郎 X線・中性子による構造解析
大橋裕二編著 ; 植草秀裕 [ほ
か] 著

東京化学同人 2015 2

石山　新太郎
ビッグバンをつくりだせ : 新型加速器:リニアコライ
ダーが宇宙誕生の瞬間に迫る

高橋徹, 岩田正義, 天満ふさこ著 プレアデス出版 2007 2

石山　新太郎 エネルギー変換工学 柴田岩夫, 三澤茂共著 森北出版 1990 2

石山　新太郎
エネルギー変換工学 : 地球温暖化の終焉へ向け
て

柳父悟, 西川尚男著
東京電機大学
出版局

2004 2

石山　新太郎
不安定核の物理 : 中性子ハロー・魔法数異常か
ら中性子星まで

中村隆司著 共立出版 2016 2

石山　新太郎
放射線安全取扱の基礎 : アイソトープからX線・
放射光まで. （第3版増訂版）

西澤邦秀, 飯田孝夫編
名古屋大学出
版会

2013 2

石山　新太郎 X線散乱と放射光科学 「基礎編」 菊田惺志著 菊田惺志著 2010 2

石山　新太郎
シンクロトロン放射光物質科学最前線 : 先端未踏
領域を照らし出す英知の光

高橋功, 加藤知編 アドスリー 2010 2

平成30年度基礎ゼミナール指定図書

※書名をクリックすることにより，所蔵詳細情報を閲覧できます。

本学の「基礎ゼミナール」の達成目標（６項目）のなかには，１）自主的な学習態度を獲得
すること，２）課題発見能力を高めること，３）資料（情報）の検索・収集・整理に関する
基本的な技能を習得すること，とありますように，図書館を利用することなしに，その目標
を達成することはできません。そこで，図書館では「基礎ゼミナール」関連図書を重点的に
整備することになりました。これは，「基礎ゼミナール」の授業で学生に課題を与え，自主
的な学習態度を促すことを目的とするもので，「指定図書（Reading Assignment）」と位置
づけました。
配架場所： 基礎ゼミコーナー（本館２F）

背表紙に下記の図書推薦教員名を表示してあります。

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20903604
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB00168939
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA80555178
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA80555178
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25391612
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25391612
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB15474848
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB15474848
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21801891
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21801891
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21070708
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23032980
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23032980
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24793199
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24793199
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB1756921X
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB1756921X
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23013363
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23571974
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23571974
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24643913
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24643913
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20103120
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA83585368
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA83585368
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BN05776743
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA66817489
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA66817489
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20866541
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20866541
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB1241034X
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB1241034X
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB06620268
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB01826914
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB01826914


石山　新太郎 放射光による応力とひずみの評価 田中啓介 [ほか] 著 養賢堂 2009 2

石山　新太郎 X線・放射光の分光 日本分光学会編 講談社 2009 2

石山　新太郎 夢の光-放射光が拓く生命の神秘 安岡則武, 木原裕編 共立出版 2000 2

石山　新太郎 X線・中性子の散乱理論入門
D.S. Sivia原著 ; 竹中章郎, 藤井
保彦共訳

森北出版 2014 2

石山　新太郎
入門構造生物学 : 放射光X線と中性子で最新の
生命現象を読み解く

高エネルギー加速器研究機構構
造生物学研究センター, 加藤龍
一編

共立出版 2010 2

石山　新太郎 中性子光学 : 理論による量子力学の展開
ウラジミール・イグナトビッチ著 ;
宇津呂雄彦訳

吉岡書店 2009 2

石山　新太郎 中性子光学 : 実験による量子力学の探究と応用 宇津呂雄彦著 吉岡書店 2007 2

石山　新太郎 中性子スピン光学
阿知波紀郎編著 ; 海老沢徹 [ほ
か] 共著

九州大学出版
会

2003 2

テーマ 書名 著者名 出版社
発行
年

初年次教育全般 ゼミで学ぶスタディスキル. 改訂版
南田勝也, 矢田部圭介, 山下玲
子著

北樹出版 2013 2

初年次教育全般 大学生の学習テクニック. 第3版 森靖雄著 大月書店 2014 1

初年次教育全般
大学生活を楽しむ護心術 : 初年次教育ガイドブッ
ク

宇田光著 ナカニシヤ出版 2012 1

初年次教育全般
知のツールボックス : 新入生援助 (フレッシュマン
おたすけ) 集. 改訂版

専修大学出版企画委員会編
専修大学出版
局

2009 2

初年次教育全般
アカデミック・スキルズ(第2版)―大学生のための
知的技法入門

佐藤望編著 ; 湯川武, 横山千晶,
近藤明彦著

慶應義塾大学
出版会

2012 3

初年次教育全般 大学生 学びのハンドブック 世界思想社編集部編 世界思想社 2011 2

初年次教育全般
大学 学びのことはじめ―初年次セミナーワーク
ブック

佐藤智明, 矢島彰, 山本明志編 ナカニシヤ出版 2011 2

初年次教育全般
大学基礎講座―充実した大学生活をおくるため
に

藤田哲也編著 北大路書房 2006 2

初年次教育全般 [高等教育シリーズ] 大学で勉強する方法
ノエル・エントウィスル著 ; 山口
栄一訳

玉川大学出版
部

1995 1

初年次教育全般
知へのステップ-大学生からのスタディ・スキルズ
- 第4版

学習技術研究会編著 くろしお出版 2002 2

初年次教育全般 広げる知の世界-大学でのまなびのレッスン 北尾謙治 [ほか] 著 ひつじ書房 2005 4

初年次教育全般
知のナヴィゲーター : 情報と知識の海--現代を航
海するための

中澤務・森貴志・本村康哲編 くろしお出版 2007 2

日本語表現
「書くのが苦手」をみきわめる : 大学新入生の文
章表現力向上をめざして

渡辺哲司著 学術出版会 2010 1

日本語表現
大学への文章学 : コミュニケーション手段として
のレポート・小論文

渡辺哲司著 学術出版会 2013 1

日本語表現
日本語力をつける文章読本 : 知的探検の新書30
冊

二通信子, 門倉正美, 佐藤広子
編

東京大学出版
会

2012 1

日本語表現
ピアで学ぶ大学生の日本語表現-プロセス重視
のレポート作成

大島弥生 [ほか] 著 ひつじ書房 2005 2

日本語表現
大学生のための日本語表現トレーニング スキル
アップ編

橋本修, 安部朋世, 福嶋健伸編
著

三省堂 2008 2

日本語表現 大学生のための日本語表現トレーニング 実践編
橋本修, 安部朋世, 福嶋健伸編
著

三省堂 2009 2

日本語表現
大学生のための日本語表現トレーニング ドリル
編

橋本修, 安部朋世, 福嶋健伸編
著

三省堂 2010 2

レポート・論文作成 これから論文を書く若者のために 大改訂増補版 酒井聡樹著 共立出版 2006 2

レポート・論文作成
これから論文を書く若者のために. 究極の大改訂
版

酒井聡樹著 共立出版 2015 1

レポート・論文作成
学生・院生のためのレポート・論文の作成マニュ
アル

滝川好夫著 NetLibrary 2014
電子
ブック

レポート・論文作成
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

川崎剛著 勁草書房 2010 2

レポート・論文作成 論文・レポートの基本 : この1冊できちんと書ける! 石黒圭著
日本実業出版
社

2012 2

レポート・論文作成 論文ゼミナール 佐々木健一著
東京大学出版
会

2012 2

学生の発表力・質問力の向上を図る

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA91776984
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA89866508
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA46628064
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB15322908
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB02053519
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB02053519
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA89700662
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA83462754
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA61384045
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB12262184
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB17570343
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB09987393
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB09987393
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA89822998
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA89822998
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB10208144
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB10208144
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB07624694
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB15439905
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB15439905
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA76202447
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA76202447
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BN13119737?
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB18344521
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB18344521
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA72326878
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA81621824
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA81621824
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB03703278
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB03703278
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB12546567
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB12546567
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB10047205
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB10047205
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA71283747
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA71283747
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA87035198
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA87035198
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA87035198
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA87035198
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA87035198
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA76339838
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB18501663
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB18501663
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/MD20308876
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/MD20308876
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB01765944
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB01765944
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB08433057
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB16316376


レポート・論文作成 論文の教室 : レポートから卒論まで. 新版 戸田山和久著 NHK出版 2012 2

レポート・論文作成
論文作成のための文章力向上プログラム -アカ
デミック・ライティングの核心をつかむ

村岡貴子, 因京子, 仁科喜久子
著

大阪大学出版
会

2013 2

レポート・論文作成
大学生と大学院生のためのレポート・論文の書き
方. 第2版

吉田健正著 ナカニシヤ出版 2004 2

レポート・論文作成 思考を鍛えるレポート・論文作成法 第2版 井下千以子著
慶應義塾大学
出版会

2014 2

プレゼンテーション
あなたのプレゼン誰も聞いてませんよ! : シンプル
に伝える魔法のテクニック

渡部欣忍著 南江堂 2014 1

プレゼンテーション
プレゼンテーション・パターン : 創造を誘発する表
現のヒント

井庭崇, 井庭研究室著
慶應義塾大学
出版会

2013 1

プレゼンテーション
一生使える見やすい資料のデザイン入門 : プレ
ゼン資料が劇的改善

森重湧太著 インプレス 2016 2

プレゼンテーション
学校じゃ教えてくれないまとめる技術 : プレゼン
や商談の資料作成・レポート作りで!

永山嘉昭著 大和書房 2016 1

プレゼンテーション
学生のためのプレゼン上達の方法 : トレーニング
とビジュアル化

塚本真也, 高橋志織著 朝倉書店 2012 2

プレゼンテーション
大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベー
ト」の方法

松本茂，河野哲也著
玉川大学出版
部

2007 2

プレゼンテーション
大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベー
ト」の方法. 改訂第2版

松本茂, 河野哲也著
玉川大学出版
部

2015 1

プレゼンテーション
これから学会発表する若者のために―ポスターと
口頭のプレゼン技術

酒井聡樹著 共立出版 2008 2

グループワーク グループ学習入門 : 学びあう場づくりの技法 新井和広, 坂倉杏介著
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出版会
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習・ICT活用・PBL
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資料収集
よくわかるライフデザイン入門 : 大学生のための
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