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＊Bugenhagen(ブーゲンハーゲン) というタイトルは？ ルターの協力者で、宗教改革を推進した人物から名付けました。

オンライン質問箱 stay homeサポート宣⾔！
⻑期にわたる遠隔授業・自宅学習で困っていることはありませんか?
レポートの課題があるけれど、参考資料が⾒つけられない。

PC

レファレンス
受付はこちら

ずっと家にいて学習が⾏き詰っている。
スマートフォン

質問があるけれど誰に聞いたらいいの？

遠隔授業が⻑期化したことで、レファレンス等、図書館への問い合わせが増えています。これまでトリニティホール
や図書館内で活動していた修学アドバイザーも現在は活動休⽌中です。そこで、気軽に質問できるよう質問箱(レファレ
ンス受付)を新設しました。電話での問い合わせも継続して受け付けています。本学図書館に所蔵していない資料を含
め、資料検索などのアドバイスをしています。現在は予約制の⼊館が可能ですが、貸出・返却といったの最低限の利用
に限定していますので、普段は図書館カウンターで質問していたことや、自分では解決できないことがあったらまずは
レファレンス受付から質問してください。

レポートの書き方 テーマ展⺬
図書館カウンター横で⾏っていたテーマ展⺬ですが、今回はオンライン展⺬を⾏います。
論⽂やレポートの書き方に関連する本をブックリストに集めました。基本から専門分野に特化したものまで、論⽂・レ
ポートを書くときに役⽴つ本が多数あります。迷ったらまずは、⼊門、基本から読んでみましょう。

pickup

ここで紹介している本を含め約60冊のブックリストがあります。
ブックリスト
右のボタンからブックリストを⾒ることができます。

福祉系学⽣のためのレポート&卒論の書き方
著者名: 川村, 匡由(1946-) 川村, 岳⼈
出 版 者: 中央法規出版
出版年: 2005/04
ISBN: 4805825723
登録番号: 10068778
請求記号: 369.07||Ka95-2
配架場所: 書庫１階
OPACを⾒る

EBSCO eBook Collectionで読む
Maruzen eBook Libraryで読む

OPACを⾒る
※3訂（最新）

※トライアル中のため試読可能

大学1年⽣のための伝わるレポートの書き方
著者名: 都筑, 学(1951-)
出 版 者: 有斐閣
出版年: 2016/04
ISBN: 9784641174207
登録番号: 10091156
請求記号 816.5||Ts99
配架場所: 書庫２階
OPACを⾒る

EBSCO eBook Collectionで読む
Maruzen eBook Libraryで読む

レポート・論⽂の書き方⼊門
著者名: 河野, 哲也(1963-)
出 版 者: 慶應義塾大学出版会
出版年: 2002/12
ISBN: 4766409698
登録番号: 10072640
請求記号: 816.5||Ko76
配架場所: 書庫２階
Maruzen eBook Libraryで読む

レポート・論⽂の書き方上級
著者名: 桜井, 雅夫(1935-)
出 版 者: 慶応義塾大学出版会
出版年: 2003/10
ISBN: 4766410122
登録番号: 10065943
請求記号: 816.5||Sa47
配架場所: 書庫２階
OPACを⾒る

論⽂・レポート執筆に役⽴つ本を⾒る

わかる!伝わる!⽂章⼒
実践⼒養成 ⼩論⽂・レポート⻁の巻

だれも教えなかった
レポート・論⽂書き分け術

著者名: 佐藤佳弘
出 版 者: 武蔵野大学出版会
出版年⽉: 2019/07
ISBN: 9784903281438
登録番号: 10094978
請求記号: 816.5||Sa85
配架場所: 書庫２階

著者名: 大⽵, 秀⼀
出 版 者: エスシーシー
出版年⽉: 2017/10
ISBN: 9784886476395
登録番号 10091916
請求記号: 816.5||O 82
配架場所: 書庫２階

OPACを⾒る

よくわかる卒論の書き方
やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ

著者名: ⽩井利明 ⾼橋⼀郎
出 版 者: ミネルヴァ書房
出版年⽉: 2013/02
ISBN: 9784623065721
登録番号 10085841
請求記号: 816.5||Sh81-1
配架場所: 書庫２階
OPACを⾒る

SCC books

OPACを⾒る

レポート・論⽂作成のための
引用・参考⽂献の書き方
著者名: 藤⽥節⼦
出 版 者: ⽇外アソシエーツ
出版年⽉: 2009/04
ISBN: 9784816921797
登録番号: 10076712
請求記号: 816.5||F67
配架場所: 書庫２階
OPACを⾒る

Maruzen eBook Libraryで読む

※トライアル中のため試読可能

このマークが付いているものには外部リンクがあります。
タップorクリックして開いてください。

今回執筆の新井くんは、お昼の礼拝でオルガン演奏を担当していて、私はその⾳⾊にいつも癒されています。
早くチャペルでの礼拝が再開できますように。とサポとしての活躍も楽しみです♪（⽮野）

私がこの本に出会ったきっかけは⼩学校６年⽣の夏休みの宿題になっていた読書
感想⽂でした。当時、この本を読んで、ただ

井さんという⼈がすごいなあと思う

くらいで、あまり共感は持ちませんでした。しかし、去年辺り、時間の空いた時に
これを読んでみて、すごいと思うだけでなく、自分がハンデを負っていても前を向
くきっかけにもなりました。
自分は⽣まれつき⼼臓に⽋陥を持ち、それに関係しているかどうかわかりません
が、発達障がいを持っています。自分とみんなが違うということが何度もあり、
よく⾼校時代まで悩んでいました。そんな中、⼩学校の時に買っていたこの本を読
んで、⾳楽と障がいを持っているという点で共通点を持ち、更に、

井さんがヴァ

ン・クライバーン国際ピアノコンクールにまで上り詰めるということを読んで、
自分が前を向き、更にドラムやピアノなどに自信を持って⼿を伸ばすことができま
した。⾊んな⼈が様々な苦⼿があっても何かしら得意なことを持っているので、そ

『ピアノはともだち
奇跡のピアニスト 井伸⾏の秘密』
こうやまのりお著
新井くんおすすめの漫画
『マンガでわかる発達障害の僕が 羽ばたけた理由』
（世の中への扉）
新井寛大） 栗原類著 酒井だんごむし画
講談社 2011
KADOKAWA, 2017.12
請求記号：762.1||Ko97
ISBN: 9784046020482

れを極め続ければ希望が⾒えてくると思います。

（キリスト教⼈間学コース2年

夏にしよう！

今年は読書の
話題の本を読む

近⽇ 所蔵予定！

学術書だけじゃない！
夏休みに読みたい 電⼦書籍

7/22まで試読トライアル中のため、本学の所蔵にないeBookも読む
ことができます。EBSCO eBook Collection でカテゴリーを「フィク
ション」に絞り込み検索してみましょう。

魅せられたる魂１∼3
著者: ロマン・ロラン 訳: 宮本正清
出版者: みすず書房
EBSCO eBook Collectionで読む
出版年: 1980
シャクンタラー姫
河⼝慧海著作選集, Vol. 4

ライオンのおやつ
著者： ⼩川糸
出版者 : ポプラ社
出版年: 2019
ISBN: 9784591160022

線は、僕を描く
著者： 砥上裕將
出版者 : 講談社
出版年: 2019
ISBN: 9784065137598

2020年本屋大賞第2位

2020年本屋大賞第３位
「ブランチＢＯＯＫ大賞２０１９」受賞
「未来屋⼩説大賞」第３位
「キノベス！２０２０」第６位

夏物語
著者：川上未映⼦
出版者 : ⽂藝春秋
出版年: 2019
ISBN：9784163910543
2020年本屋大賞第７位
第73回毎⽇出版⽂化賞
⽂学・芸術部門受賞作

図書館からのお知らせ

著者: Kālidāsa
出版者: 慧⽂社
EBSCO eBook Collectionで読む
出版年: 2009
シリーズ ⽇本の⺠話
埼玉の⺠話 Vol. 57
著者: 根津富夫
出版者: 未來社
EBSCO eBook Collectionで読む
出版年: 2006
神奈川の⺠話 Vol. 19
編者: 安池正雄
出版者: 未來社
EBSCO eBook Collectionで読む
出版年: 2015

図書館への⼊館・その他サービスについて最新情報をチェック 電⼦書籍の使い方・新着タイトルをチェック
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編集後記:学習に必要な本に限ら
ず資料送付申込を依頼すること
ができるようになったことはご
存じですか？夏休みの計画が崩
れてしまった方も多いと思いま
す。読もうと思っていた本を⼀
気読みするチャンスです！(松⽥)

