
特集「スタートダッシュ」

No. タイトル 著者名 出版者 URL

1 「20代」でやっておきたいこと 川北 義則 著 三笠書房 https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202107001151

2
「考える力」をつける本　本・ニュースの読み
方から情報整理、発想の技術まで

轡田隆史 三笠書房 https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202107000977

3 できる人の人生のルール　The Rules of Life
リチャード・テン
プラー／桜田直美

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202105000260

4
できる人は必ず持っている一流の気くばり力
電子書籍版

安田 正 著 三笠書房 https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201901000898

5
プレゼンがうまい人の「図解思考」の技術 デ
ジタル版

永田 豊志 著 KADOKAWA https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201707000979

6 プレゼンの語彙力 下地 寛也 著 KADOKAWA https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201902000180

7 プロカウンセラーの共感の技術 杉原 保史 著 創元社 https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202008001040

8 プロカウンセラーの聞く技術 東山 紘久 著 創元社 https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202008001031

9 リアルな場ですぐに役立つ最上級のマナーBOOK 三枝 理枝子 著 KADOKAWA https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201504000854

10
ロジカル・シンキング - 論理的な思考と構成
のスキル

照屋　華子／岡田
恵子

東洋経済新報社 https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201810000091

11
ロジカル・プレゼンテーション ― 自分の考え
を効果的に伝える戦略コンサルタントの「提案
の技術」

高田貴久 英治出版 https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201902000066

12
宇宙一わかりやすい高校物理<電磁気・熱・原
子> 電子版 （東大生が書いたやさしいイラス
ト参考書）

鯉沼 拓 著 学研プラス https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201902001319

13 学びを結果に変えるアウトプット大全 樺沢 紫苑 著
サンクチュアリ出
版

https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201810000363

14
官僚に学ぶ仕事術　最小のインプットで最良の
アウトプットを実現する霞が関流テクニック

久保田崇 マイナビ出版 https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202005000175

15
官僚に学ぶ勉強術 電子書籍版 （マイナビ新
書）

久保田 崇 著 マイナビ https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202005000188

16 記憶力を強くする （ブルーバックス） 池谷 裕二 著 講談社 https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201508000853

17
計算力を強くする part1 状況判断力と決断力
を磨くために （ブルーバックス）

鍵本 聡 著 講談社 https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201508000564

18
結果を出せる人になる!「すぐやる脳」のつく
り方 電子版

茂木 健一郎 著
学研パブリッシン
グ

https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201912000700

19
現役東大生が書いた地頭を鍛えるフェルミ推定
ノート

東大ケーススタ
ディ研究会 著

東洋経済新報社 https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202104134726

20
現役東大生が書いた地頭を鍛えるフェルミ推定
ノート

東大ケーススタ
ディ研究会 著

東洋経済新報社 https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202104134726

21 考える力を鍛える論理的思考レッスン 北村 良子 著 マガジンハウス https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201810001864

22
最短の時間で最大の成果を手に入れる 超効率
勉強法

メンタリストＤａ
ｉＧｏ

学研 https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202204000323

23
仕事が速い人の「手帳・メモ・ノート」超活用
術 電子書籍版 （知的生きかた文庫）

中島 孝志 著 三笠書房 https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201606000385
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24 勝つための論文の書き方 （文春ウェブ文庫） 鹿島 茂 著 文藝春秋 https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201510000204

25 情報だけ武器にしろ。 （ポプラ新書） 堀江 貴文 著 ポプラ社 https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201906000090

26
図解東大医学部在学中に司法試験も一発合格し
た僕のやっているシンプルな勉強法

河野 玄斗 著 KADOKAWA https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202003000200

27 相手に「伝わる」話し方 （講談社現代新書） 池上 彰 著 講談社 https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201511000091

28 大学4年間で絶対やっておくべきこと 改訂版 森川 友義 著 KADOKAWA https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201902002155

29
大学生のためのレポート・論文術 最新版 （講
談社現代新書）

小笠原 喜康 著 講談社 https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201811000044

30
知らないとゼッタイ恥をかく敬語のマナー
（角川文庫）

日本語力向上会議
編

KADOKAWA/角川学芸
出版

https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201510001656

31 中高生からの論文入門 （講談社現代新書）
小笠原 喜康 著／
片岡 則夫 著

講談社 https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201902001529

32 調べる技術・書く技術 （講談社現代新書） 野村 進 著 講談社 https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201601000371

33
東大医学部在学中に司法試験も一発合格した僕
のやっているシンプルな勉強法

河野 玄斗 著 KADOKAWA https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201808001229

34
東大生が書いた　問題を解く力を鍛えるケース
問題ノート - ５０の厳選フレームワークで、
どんな難問もスッキリ「地図化」！

東大ケーススタ
ディ研究会

東洋経済新報社 https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201805000913

35 東大脳の作り方 （平凡社新書） 安川 佳美 著 平凡社 https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201602000304

36
入門『地頭力を鍛える』32のキーワードで学ぶ
思考法 電子版

細谷 功 著 東洋経済新報社 https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201909000056

37
偏差値95、京大首席合格者が教える「京大読書
術」

粂原 圭太郎 著 KADOKAWA https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201901000155

38 本当に頭がよくなる1分間勉強法 デジタル版 石井 貴士 著 KADOKAWA/中経出版 https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201504000399

39 論文・レポートのまとめ方 （ちくま新書） 古郡 廷治 著 筑摩書房 https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202112301165

40
論理的な考え方が面白いほど身につく本 デジ
タル版 （ポイント図解）

西村 克己 著 KADOKAWA https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201707001275

41 論理的思考力を鍛える33の思考実験 北村 良子 著 彩図社 https://web.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202002000092


