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テーマ： プレゼンテーション・学会発表
図書館にある プレゼンテーション関連の本
口頭発表やプレゼンテーションをする場合には、どうしたら印象的なプレゼンテーションができるかなど、あらかじめ
知っておくと役立ちます。
図書館で所蔵している、これらに関する図書をOPACで検索する場合は、 キーワード項目に

「プレゼン」

「学

会発表」 といった語句を入れて検索してみましょう。 下のリストはその一例です。 最近購入した図書を中心にリス
トにしています。このほか 請求記号： ３３６．４９, ４０７, ５０７,の書架にも同様なテーマの図書を配架しています。
副題は「見てくれスライド

いろいろな場面での理系英
会話のフレーズを掲載。

論＆よってらっしゃいポス
ター論と聴衆の心をつかむ

Vol.2 ディスカッションしよう
か〜スピーチ・議論・座長
編 もあります。

講演技術。」 見やすく、
わかりやすいプレゼンにす
るヒントがたくさん。
書名
★

著者名

請求記号

出版社

1 発表が楽しくなる!研究者の劇的プレゼン術

堀口安彦著

13090910 407||HO

羊土社

2 英語のプレゼンテーション : スキルアップ術

田中真紀子著

14000809 336.49||TA

研究社

科学者・技術者のための英語プレゼンテーショ
ン : 国際的に通用する英語表現と発表技術
スライドを極めればプレゼンは100%成功する! :
4
プレゼンテーションはスライドで変わる!
理系のための文章術入門 : 作文の初歩から,レ
5
ポート,論文,プレゼン資料の書き方まで

Robert M. Lewis
著

14000983 407||LE

河合浩之著

15000565 336.49||KA

西出利一著

15000828 407||NI

化学同人

15000762 407||II

中山書店

3

6
★

資料ID

驚くほど相手に伝わる学会発表の技術 : わかる
飯田英明著
デザイン60のテクニック

テツヤ、国際学会いってらっしゃい : 発表・懇親
Kyota Ko, Simon
7 会・ラボツアー編 (理系英会話アクティブラーニ
14000923 407||KO||1
Gillett著
ング:1)
8

論理が伝わる世界標準の「プレゼン術」 : 一生
倉島保美著
モノの「説得技法」 (ブルーバックス:B-1847)

所在・請求記号を確認し、書架に行き図書を探します

一般図書・・・ 請求記号順に並んでいます
文庫新書・・・ シリーズごとにシリーズの番号順に並んでいます
書架になかったら…
・貸出中の場合があります
・展示コーナーにある場合があります

羊土社

13090641 408||BL||1847 講談社

これらの図書を含め
ブクログサイト http://booklog.jp/users/tutlibrary にも
カテゴリ 「レポート・論文・プレゼンの本」 に約９0冊を掲載しています。
★ 図書の探し方

東京化学
同人
技術評論
社

電子ブックで読む プレゼンテーション関連の本
学内ＬＡＮに接続したパソコンから、大学で契約している電
子ブックが利用できます。 電子ブックの中にもプレゼン
テーションや学会発表関連の書籍があります。 これらの本
は，電子版でご覧いただけます。 OPACで検索した場合は，
本文へのリンク や「電子資料を表示」「電子ブックを表示」
ボタンから各図書のサイトに接続します。 各1冊の図書につ
き同時接続1名です。
Maruzen ebook library サイトでは

をクリックし

て本文をご利用ください。

その他の利用方法は、図書館ホームページの 検索＞電子ブック のページ http://www.lib.tut.ac.jp/search/
ebook.html

をご覧ください。 学外から利用する場合は、学認システムを経由して接続すると学外から利用できます。

参照：学外からの利用のページ http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/out_campus.html

書名

著者名

URL

出版者

サ
イト

富士通エ
よくわかる自信がつくプレゼン
フ・オー・ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/
1 テーション : 引きつけて離さないテ
エム株著 Id/3000007157
クニック
作・制作

FOM出版 M

荒木晶子
伝わるスピーチA to Z : 口語表現
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/
2
[ほか] 執
Id/3000024078
ワークブック
筆

実教出版 M

小坂貴志,
とっさのときに困らない 英語の30
ヒース・
秒スピーチ
ローズ著
世界中で通じる! 理系研究者の英 森村久美
4
語
子著

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/
Id/3000015509

研究社

M

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/
Id/3000023833

アスク出
版

M

Adrian
http://search.ebscohost.com/login.aspx?
Springer
Wallwork direct=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=800918

E

3

Presentations, demos, and
5 training sessions print (Guides
to professional English)

Designing science presentations : a visual guide to figures, Matt
6
papers, slides, posters, and
Carter
more First edition print

Elsevier/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?
Academic E
direct=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=485039
Press

Writing for science and engiHeather
7 neering : papers, presentations Silynand reports 2nd ed
Roberts

http://search.ebscohost.com/login.aspx?
Elsevier
direct=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=486065 Science

（サイト Ｅ： EBSCOhost eBook Collection (NetLibrary)

お問合せ先： 情報サービス係 (内線6564, 6565)
E-mail service@office.tut.ac.jp

E

M: Maruzen eBook Library ）

もご覧ください
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