
資料ID 書名 著者 出版者 請求記号

0003043981 みるわかる伝える 畑村, 洋太郎(1941-) 講談社 141.5/HA

0003314645
ビジネスと人を動かす驚異のストーリープレゼン : 人生・仕事・世界を変えた
37人の伝え方

Gallo, Carmine / 井口, 耕二
(1959-)

日経BP社/日経
BPマーケティン

336.4/GA

0003141115 伝える力 [1] (PHPビジネス新書:028, 201) 池上, 彰(1950-) PHP研究所 336.4/IK/1

0003154265 伝える力 2 (PHPビジネス新書:028, 201) 池上, 彰(1950-) PHP研究所 336.4/IK/2

0003106590 わかる!伝わる!プレゼン力 : レポート発表も採用面接も怖くない 佐藤, 佳弘(1954-) 武蔵野大学出版会 336.4/SA

0003359519
書く技術・伝える技術 : 仕事の効率をグンと上げるビジネス・ライティング 改
訂新版 (スーパー・ラーニング)

倉島, 保美(1961-) あさ出版 336.55/KU

0003091021 わかりやすく「伝える」技術 (講談社現代新書:2003) 池上, 彰(1950-) 講談社 361.45/IK

0003294522 まんがでわかる伝え方が9割
佐々木, 圭一 / 星井, 博文 / 大舞,
キリコ

ダイヤモンド社 361.45/SA

0003199264 伝え方が9割 [1] 佐々木, 圭一 ダイヤモンド社 361.45/SA/1

0003294531 伝え方が9割 2 佐々木, 圭一 ダイヤモンド社 361.45/SA/2

0003294577 アドラー流たった1分で伝わる言い方 戸田, 久実 / 岩井, 俊憲 かんき出版 361.45/TO

0002902212 保健医療職のための伝える技術伝わる技術
Philip Burnard著/永野ひろ子[ほ
か]訳

医学書院 490.14/BU

0003292144 アメリカの大学生が学んでいる「伝え方」の教科書 Lucas, Stephen E. / 狩野, みき
SBクリエイティ
ブ

809.4/LU

0003081472 イキイキ話し方教室 : アナウンサーが伝える5つの上手 村松, 真貴子 ぎょうせい 809.4/MU

0002644331 言いにくいことをうまく伝える会話術
Stone, Douglas / Patton, Bruce
/ Heen, Sheila / 松本, 剛史

草思社 809.4/ST

0003327982 大学生のための伝わる情報発信術 : レポート作成からプレゼンまで
岡山大学附属図書館教育・研究
支援ワーキンググループ

岡山大学出版会 816.5/OK

0002969842
「分かりやすい表現」の技術 : 意図を正しく伝えるための16のルール (ブルー
バックス:B-1245)

藤沢, 晃治 講談社 816/FU

　伝え方



資料ID 書名 著者 出版者 請求記号

0002859823 コミュニケーション力 (岩波新書:新赤版 915) 斉藤, 孝(1960-) 岩波書店 080/IW-4/915

0002825354 コミュニケーション力をみがく : 日本語表現の戦略 (NHKブックス:986) 森山, 卓郎 日本放送出版協会 080/NH/986

0003240622 わかりやすさとコミュニケーションの心理学 (朝倉実践心理学講座:5) 海保, 博之(1942-) 朝倉書店 140.8/AS

0003232095
日本人の9割は正しい自己紹介を知らない : 世界標準の仕事プロトコールの教
科書

山中, 俊之 祥伝社 336.4/YA

0003075698 聴く力 (Innovation club book)
イノベーションクラブ / 白潟, 敏
朗

ダイヤモンド社 336/IN

0003160441 聞く力 : 心をひらく35のヒント (文春新書:841) 阿川, 佐和子(1953-) 文藝春秋 361.45/AG

0003117851
「場の空気」が読める人、読めない人 : 「気まずさ解消」のコミュニケーショ
ン術 (PHP新書:404)

福田, 健(1936-) PHP研究所 361.45/FU

0003280831
アサーションの心 : 自分も相手も大切にするコミュニケーション (朝日選
書:931)

平木, 典子(1936-) 朝日新聞出版 361.45/HI

0003082924 対話力 (中公新書ラクレ:328)
樋口, 裕一(1951-) / 久恒, 啓一
(1950-)

中央公論新社 361.45/HI

0003127026 アサーション・トレーニング : さわやかな「自己表現」のために 改訂版 平木典子著 精神技術研究所 361.45/HI

0003094193 情報社会とコミュニケーション (Minerva text library:58)
茨木, 正治(1958-) / 円岡, 偉男
(1964-) / 中島, 淳

ミネルヴァ書房 361.45/IB

0003140305
よくわかる異文化コミュニケーション (やわらかアカデミズム・「わかる」シ
リーズ)

池田, 理知子(1958-) ミネルヴァ書房 361.45/IK

0003091316 誤解の理解 : 対話115例で解説するコミュニケーション論 井上, 智義(1954-) あいり出版 361.45/IN

0003177455 「つながり」力 : 結果が出せる人になる
Maxwell, John C., 1947- / 上原,
裕美子

辰巳出版 361.45/MA

0002919495 なぜ「話」は通じないのか : コミュニケーションの不自由論 仲正, 昌樹(1963-) 晶文社 361.45/NA

0003204233 「対話」のない社会 : 思いやりと優しさが圧殺するもの (PHP新書:032) 中島, 義道(1946-) PHP研究所 361.45/NA

0002980538 100%人に好かれる聞く力 斉藤, 孝(1960-) 大和書房 361.45/SA

　コミュニケーション能力



0003136052 コミュニケーション研究法
末田, 清子 / 抱井, 尚子 / 田崎, 勝
也 / 猿橋, 順子

ナカニシヤ出版 361.45/SU

0002814431 温かいコミュニケーション : 「つながり感通信」の誕生 渡邊, 琢美 / 伊東, 昌子(1954-) 共立出版 361.45/WA

0003197135 コミュニケーション技術 第2版 (新・介護福祉士養成講座:5)
介護福祉士養成講座編集委員会 /
中村, 裕子(介護福祉) / 青井, 夕

中央法規出版 369/KA/5

0003094988 コミュニケーション技術 (最新介護福祉全書:4. 介護) 松井, 奈美
メヂカルフレンド
社

369/SA/4

0002652146 真実を伝える : コミュニケーション技術と精神的援助の指針 Buckman, Robert / 恒藤, 暁 診断と治療社 490.14/BU

0003089414
コミュニケーション力を引き出す : 演劇ワークショップのすすめ (PHP新
書:621)

平田, オリザ(1962-) / 蓮行
(1973-)

PHP研究所 770.7/HI

0003369999 あいまいな会話はなぜ成立するのか (岩波科学ライブラリー:295) 時本, 真吾 岩波書店 801/TO

0002894519 対話のレッスン 平田, オリザ(1962-) 小学館 804/HI

0003227889 会話はインド人に学べ! Chowdhery, Sachin(1973-) フォレスト出版 809.4/CH

0003003156 話し上手聞き上手 (ちくまプリマー新書:052) 斉藤, 孝(1960-) 筑摩書房 809.4/SA

0002947471
自己表現の技法 : 文章表現・コミュニケーション・プレゼンテーション (専門
基礎ライブラリー)

畑山, 浩昭 / 為田, 英一郎(1936-)
/ 荒木, 晶子 / 穐田, 照子 / 尾関,

実教出版 810.7/HA

0003343637 「あいさつ言葉」の魅力 : 京言葉を起点として 寺島, 浩子(1944-) 武蔵野書院 818.62/TE

0003055061 日本の笑いと世界のユーモア : 異文化コミュニケーションの観点から 大島, 希巳江(1970-) 世界思想社 901.7/OS



資料ID 書名 著者 出版者 請求記号

0003094068 新入社員は「話し方」でグングン伸びる 福田, 健(1936-) 祥伝社 336.4/FU

0003063081 説得するのが「苦手」な人のための「論理的」に話す技術 広川, 州伸(1955-) すばる舎 336.4/HI

0003350418 1分で話せ : 世界のトップが絶賛した大事なことだけシンプルに伝える技術 伊藤, 羊一
SBクリエイティ
ブ

336.4/IT

0002869632 そのバイト語はやめなさい : プロが教える社会人の正しい話し方 小林, 作都子 日本経済新聞社 336.47/KO

0003020406 会話術 (ビジネス・スキルズベーシック:4) 松本, 幸夫(1957-) 秀和システム 336/BI/4

0003075689 話す力 (Innovation club book)
イノベーションクラブ / 白潟, 敏
朗

ダイヤモンド社 336/IN

0003294586 さりげなく人を動かすスゴイ!話し方 山崎, 拓巳(1965-) かんき出版 361.45/YA

0003238720 面接力 (文春新書:414) 梅森, 浩一(1958-) 文藝春秋 366.29/UM

0003257109 世界のエリートは人前で話す力をどう身につけるか? 赤阪, 清隆(1948-) 河出書房新社 809.4/AK

0002869767 頭がいい人、悪い人の話し方 (PHP新書:305) 樋口, 裕一(1951-) PHP研究所 809.4/HI

0003193691 バカに見える日本語 (青春新書intelligence:PI-354) 樋口裕一著 青春出版社 809.4/HI

0002625774 心を伝える話し方のコツ 広瀬,久美子 永岡書店 809.4/KO

0003295323 大事なことを一瞬で説明できる本 木暮太一著 かんき出版 809.4/KO

0003330345 誰からも好かれるNHKの話し方
NHK放送研修センター・日本語
センター

KADOKAWA 809.4/NH

0003206791 雑談力が上がる話し方 : 30秒でうちとける会話のルール 斉藤, 孝(1960-) ダイヤモンド社 809.4/SA

0003093963
論理的に話す技術 : 相手にわかりやすく説明する極意 (サイエンス・アイ新
書:SIS-155)

山本, 昭生 / 福田, 健(1936-)
ソフトバンククリ
エイティブ

809.4/YA

0003091478
「分かりやすい話し方」の技術 : 言いたいことを相手に確実に伝える15の方法
(ブルーバックス:B-1478)

吉田, たかよし 講談社 809.4/YO

　話し方



資料ID 書名 著者 出版者 請求記号

0003072777 ぼくらの言葉塾 (岩波新書:新赤版 1215) ねじめ, 正一(1948-) 岩波書店
080/IW-
4/1215

0003347082 「言葉にできる」は武器になる。 梅田, 悟司(1979-)
日本経済新聞出版
社

141.5/UM

0003306125 101人が選ぶ「とっておきの言葉」 (14歳の世渡り術) 河出書房新社 河出書房新社 159.8/KA

0002744532 プロジェクトX : リーダーたちの言葉 今井, 彰 文藝春秋 281.04/IM

0003188538 ナイチンゲール心に効く言葉
Nightingale, Florence, 1820-
1910 / ハーパー, 保子(1955-) /

サンマーク出版 289.3/NI

0002979508 裁判官の爆笑お言葉集 (幻冬舎新書:031) 長嶺, 超輝(1975-) 幻冬舎 327.04/NA

0003134067 言葉が足りないとサルになる : 現代ニッポンと言語力 岡田, 憲治(1962-) 亜紀書房 361.45/OK

0003012066 ニッポンには対話がない : 学びとコミュニケーションの再生
北川, 達夫(1966-) / 平田, オリザ
(1962-)

三省堂 370.4/KI

0003368394 PISA型読解力 : 論理的な認識に導く言葉の力を (教育フォーラム:66)
梶田, 叡一(1941-) / 日本人間教
育学会

金子書房 370.5/NI

0003221467
文学が育てる言葉の力 : 文学教材を用いた指導をどうするか (教育フォーラ
ム:53)

人間教育研究協議会 / 梶田, 叡一
(1941-)

金子書房 370.5/NI

0001799604 言葉という絆 (シリ-ズ学びと文化:2||2) 東京大学出版会 375.8/SA

0003160576 言葉で治療する 鎌田, 実(1948-) 朝日新聞出版 490.14/KA

0003207083 ユニクロ･柳井正の進化し続ける言葉 柳井, 正(1949-) / 川嶋, 幸太郎 ぱる出版 673.7/YA

0003247256 絵と言葉の一研究：「わかりやすい」デザインを考える 寄藤，文平(1973-) 美術出版社 727/YO

0002962432 トップアスリート「成功思考」 : 一流選手の言葉に秘められた成功の法則 児玉, 光雄(1947-)
日刊スポーツ出版
社

780.28/KO

0002960456 スポーツに言葉を : 現象学的スポーツ学と創作ことわざ 山口, 政信(1946-) 遊戯社 780.7/YA

0002962567 イチロー魂の言葉 石田, 靖司(1968-) / MLB研究会 アールズ出版 783.7/IS

　言葉の正しさ・言葉の力



0002523195 言葉は社会を変えられる : 21世紀の多文化共生社会に向けて 宇佐美, まゆみ 明石書店 804/US

0003246357
子どものうそ、大人の皮肉 : ことばのオモテとウラがわかるには (そうだった
んだ!日本語)

松井, 智子 岩波書店 810.1/MA

0003269805 文化庁国語課の勘違いしやすい日本語 文化庁国語課著 幻冬舎 810.4/BU

0002930378 ことばの力 : しゃべる・聞く・伝える (岩波ジュニア新書:33) 川崎, 洋(1930-) 岩波書店 810.4/KA

0003140136
なにげにてごわい日本語 : このちがい、このまちがいきちんと説明できます
か?

金井勇人[ほか]著 すばる舎 810.4/KA

0002603189 知ってなっとく日本語鑑定団 : ことばの疑問Q&A (小学館ジェイブックス) 金田弘, 鈴木丹士郎編著 小学館 810.4/KA

0003342765 品性がにじむ和の言葉づかい (KAWADE夢文庫:[K1117]) 菅原, 圭 河出書房新社 810.4/SU

0002873958 言葉の「正しさ」とは何か (新「ことば」シリーズ:17)
国立国語研究所 / 屋名池, 誠
(1957-) / 西江, 雅之(1937-)

国立国語研究所 810.8/SH/17

0002992770 若者言葉に耳をすませば 山口, 仲美(1943-) 講談社 814.9/YA

0003277129 「言葉の力」を感じるときII (言の葉大賞:第6回) 言の葉協会編集委員会 京都柿本書房 816.8/KO

0001237896 日本語の使い方 : 話し方と書き方の常識 西田, 直敏 / 西田, 良子 創元社 816/NI

0002416962 一度は使ってみたい季節の言葉 (Shotor library)
長谷川, 櫂(1954-) / 水野, 克比古
(1941-)

小学館 911.307/HA

0002796116 言葉の力、生きる力 柳田, 邦男(1936-) 新潮社 914.6/YA



資料ID 書名 著者 出版者 請求記号

0003001769 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(1955-) / 河野, 哲也
(1963-)

玉川大学出版部 002.7/MA

0002787975 情報リテラシーとプレゼンテーション (電子情報通信レクチャーシリーズ:A-5)
青木, 由直(1941-) / 電子情報通
信学会

コロナ社 007.6/AO

0003079776
プロフェッショナル・プレゼンテーション (アクション・ラーニング・シリー
ズ)

土井, 哲 / 高橋, 俊介 東洋経済新報社 336.4/DO

0003315062
心をつかむビジュアル・ストーリー型プレゼンテーション : ふつうの女子大生
たちが身につけた抜群のプレゼン力の秘密

福岡女学院大学浮田ゼミ 梓書院 336.4/FU

0003113960 スティーブ・ジョブズ驚異のプレゼン : 人々を惹きつける18の法則
Gallo, Carmine / Jobs, Steven
Paul, 1955-2011 / 井口, 耕二

日経BP社 336.4/GA

0003060179
あたりまえだけどなかなかできないプレゼンのルール (Asuka business &
language books)

箱田, 忠昭 明日香出版社 336.4/HA

0003060160
論理的にプレゼンする技術 : 聴き手の記憶に残る話し方の極意 (サイエンス・
アイ新書:SIS-103)

ひらばやし, じゅん(1968-)
ソフトバンククリ
エイティブ

336.4/HI

0002649925
説明と説得のためのプレゼンテーション : 文章表現、図解、話術、議論のすべ
て

海保, 博之(1942-) 共立出版 336.4/KA

0003159724 図解スティーブ・ジョブズのプレゼン術 松本, 幸夫(1957-) 総合法令出版 336.4/MA

0003071243 ひとつ上のプレゼン。 眞木, 準(1948-) [インプレス] 336.4/MA

0003209925
プレゼンテーションZen : プレゼンのデザインと伝え方に関するシンプルなア
イデア 第2版

Reynolds, Garr / 熊谷, 小百合 /
Kawasaki, Guy, 1954-

ピアソン桐原 336.4/RE

0003307177 世界最高のプレゼン教室 Reynolds, Garr
日経BP社/日経
BPマーケティン

336.4/RE

0003209916 裸のプレゼンター : 「自然さ」とインパクトのあるプレゼンのための心得 Reynolds, Garr / 熊谷, 小百合 ピアソン桐原 336.4/RE

0003158674 コクヨの1分間プレゼンテーション 下地, 寛也(1969-) 中経出版 336.4/SH

0002769593 プレゼンの成功法則 谷口, 正和(1942-) 東洋経済新報社 336.4/TA

0003252453 マンガでやさしくわかるプレゼン 山田, 進一 / はやみ, そうけん
日本能率協会マネ
ジメントセンター

336.4/YA

0003156518 マッキンゼー流プレゼンテーションの技術
Zelazny, Gene / 数江, 良一 / 菅
野, 誠二 / 大崎, 朋子(1951-)

東洋経済新報社 336.4/ZE

　プレゼンテーション



0003020380 プレゼン術 (ビジネス・スキルズベーシック:2) 藤木, 俊明 秀和システム 336/BI/2

0003096688 歴史を動かしたプレゼン (新潮新書:365) 林, 寧彦 新潮社 361.4/HA

0002939433 プレゼンテーションの極意 川崎, 和男(1949-)
ソフトバンクパブ
リッシング

361.4/KA

0003265978
学生のためのプレゼンテーション・トレーニング : 伝える力を高める14ユニッ
ト

プレゼンテーション研究会 / 藤
田, 直也(1962-) / 西谷, 斉 / 森

実教出版 361.4/PU

0003177973 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(1952-) / 高橋, 志織
(1976-)

朝倉書店 361.4/TU

0003198105
発表が楽しくなる!研究者の劇的プレゼン術 : 見てくれスライド論&よってらっ
しゃいポスター論と聴衆の心をつかむ講演技術

堀口, 安彦 羊土社 407/HO

0002824599 アカデミック・プレゼンテーション
Walters, D. Eric, 1951- /
Walters, Gale Climenson / 小林,

朝倉書店 407/WA

0001716365 上手なプレゼンテ-ションのコツ : 若い研究者のための 『化学』編集部/編 化学同人 430.7/KA

0003254377 驚くほど相手に伝わる学会発表の技術 : わかるデザイン60のテクニック 飯田, 英明(1960-) 中山書店 490.7/ID

0003351424 Smartなプレゼンでいこう! 前田圭介著 医学書院 490.7/MA

0003301380
なぜあなたの発表は伝わらないのか? : できてるつもり!?そこが危ないプレゼン
テーション

佐藤, 雅昭
メディカルレ
ビュー社

490.7/SA

0003231310 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 南江堂 490.7/WA

0003357739 TEDトーク : 世界最高のプレゼン術 [正]
Donovan, Jeremey / 中西, 真雄
美(1963-)

新潮社 809.4/DO

0002896791
「分かりやすい説明」の技術 : 最強のプレゼンテーション15のルール (ブルー
バックス:B-1387)

藤沢, 晃治 講談社 809.4/FU

0003227870 TED世界を魅了するプレゼンの極意 Karia, Akash / 月沢, 李歌子
SBクリエイティ
ブ

809.4/KA

0003174909 知的文章とプレゼンテーション : 日本語の場合、英語の場合 (中公新書:2109) 黒木, 登志夫(1936-) 中央公論新社 816.5/KU
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