
資料ID 請求記号 書名/著者 診断 区分 コメント

1 221300416 361.454:Sa75 伝え方が９割/佐々木圭一著 A 会話
「デートにいかない？」から「驚くほど旨いパスタの店があるの

だけど、行かない?」へ。伝え方で結果が変わるのか?

2 221200601 152.1：A16
男の教科書 : 「本物の男」になるための58の知恵

/アダム徳永著
A 分析

人生で本当に大切なこと。男のための「生きるヒント」。「愛の

哲学者」が語る、男の心と体、そして生き方。

3 220400338 324.62:H61 不倫のリーガル・レッスン/日野いつみ著 A 分析
社会に蔓延する不倫。不倫のリスクについて、女性弁護士が一問

一答形式で検討。―それでも不倫しますか。

4 221302469 081:CHI:969
女子・結婚・男選び : あるいは「選ばれ男子」

/高田里惠子著
A

ステップ

アップ

近代女子最大の問題、それはもちろん“男選び”だ。最上の男を手に

入れたい。女子必読!(当然)男子も必読。

5 221700417 809.2:Y62 超一流の雑談力 超・実践編/安田正著 A 会話 「超一流の雑談力」の続編。実用性と密度もアップしました。

6 221200980 809.2:P56
相手の心をグッとつかむできる人の話し方のルール

/PHPエディターズ・グループ著
A 会話

スピーチ術からプレゼン術、交渉術まで、ありとあらゆる場面で

役立つ「話し方のルール」をカラーイラストとともに解説。

7 220400530 809.4:Su46 人を動かす!話す技術/杉田敏著 A
コミュニ

ケーション

コミュニケーションの最大かつ最終の目標は、「相手を動かす」

ことにある。「自己流」を超えた、効率的で普遍的な説得術を伝

授する。

8 221300367 809.2:W12

できる大人のモノの言い方大全 = Learn to speak

the way successful adults speak

/話題の達人倶楽部編

B 会話

ほめる、もてなす、断る、謝る、説明する、反論する…など一生

使えるフレーズを完全収録。好感度がアップすること間違いなし

の決定版。

9 221302500 081:CHI:364 女は男のどこを見ているか/岩月謙司著 B 分析
男から見た男像と女から見た男像のズレの最大の原因はなにか?男

女の認識のズレを解明しすべての男性必読の一冊。

10 221302349 081:KO:2008 関係する女所有する男/斎藤環著 B
ステップ

アップ

男女の違いとは何か?どうして男女論にはトンデモ説が多いのか?

難問を精神科医が明快に論じる。

11 220509101 141.62:Sa25 恋愛心理学/齊藤勇著 B
ステップ

アップ

恋愛は人生の一大イベント。本書では、恋を勝ち取るために有効

な心理学の知識、実践的なテクニックを解説。

12 221600172 809.2:Y62 超一流の雑談力/安田正著 B 会話

「意味のある雑談をすれば、仕事や人間関係が変わる」。初心者

からある程度話し方に自信がある人まで、すぐに実践できるノウ

ハウが詰まった一冊です

13 221600575 809.2:Ki43
"トークの帝王"ラリー・キングの伝え方の極意/ラ

リー・キング 著
B 会話

バマ、トランプからレディ・ガガまで50年間で5万人と対談した世

界No.1キャスターの対話術。

14 221800852 081:KO:2396 すごい「会話力」/齋藤孝著 B
コミュニ

ケーション

会話力の基本は「自分セッティング」。対人関係を良好に保つに

は、まず自分をオープンな状態にすることが大事。会話では「メ

ンタル」と体を整えておくことが、能力(仕事力・学力)以上に大切

なこと。

15 220909172 809.2:Ku55
みるみる話し上手になる本 : あなたの『声力』を

磨く実践トレーニング/倉島麻帆著
C 会話

なりたい自分にすぐなれる!本当の話し上手になる近道は、「声

力」にあった!すっきりわかる話し方のコツ。

16 221500066 361.45:BL:1919
「説得力」を強くする : 必ず相手を納得させる14の作

戦/藤沢晃治著
C 会話

説得力は、現代人最大の武器。説明力、交渉力、表現力といった

シリーズのを集大成し説得力に磨きをかける実践決定版。

17 221300371 336.49:Mi37 ともに戦える「仲間」のつくり方/南壮一郎著 C
コミュニ

ケーション

「何をやるか」ではなく、「誰とやるか」で物事は決まる。ある

ベンチャーの崩壊と再生のストーリーから、仲間を巻き込む7つの

カギを読み解く。

18 221401301 081:CHI:1067 男子の貞操 : 僕らの性は、僕らが語る/坂爪真吾著 C 分析
「男の性」は真剣に語られることはなかった。性問題でこじらせ

てしまう前に読みたい。女性もこれで男の本音がわかる!

19 221301213 367.21:Sh83
格付けしあう女たち : 「女子カースト」の実態

/白河桃子著
C 分析

女性の間に生まれる「カースト」の苦しみの実態と対処法を探

る。

20 221302717 081:KO:2002 選ばれる男たち : 女たちの夢のゆくえ/信田さよ子著 C
ステップ

アップ

妻を見下す夫たち、夫を捨てる妻たち。人気カウンセラーによる

衝撃レポート。

21 221900388 361.454:Mi96
誰と一緒でも疲れない「聴き方・話し方」のコツ : 対

人関係療法のプロが教える/水島広子著
C 会話

聴くとき、話すときの「どうしよう…」がなくなる精神科医なら

ではの秘訣。

22 221009222 159:H84 20代にしておきたい17のこと/本田健著 D
ステップ

アップ

人生最大の失敗を恐れない。死ぬほどの恋をする。親友を持つ。

才能のかたちを知る。メンターを探す。

23 221300417 809.2:Sa25
雑談力が上がる話し方 : 30秒でうちとける会話の

ルール/齋藤孝著
D 会話

雑談力を身につけることは、強く生き抜く力を身につけること。

オチも結論もいらない!すぐに使える50のアイデア。

24 221301912 081:CHI:755 あなたの苦手な彼女について/橋本治著 D 分析
たいていの人に「苦手な彼女」がいるという。いったい、それは

どういうことなのだろうか？男女関係を深く考察する。

25 221301772 081:CHI:988 キレる女懲りない男 : 男と女の脳科学/黒川伊保子著 D
ステップ

アップ

些細なひと言に突然キレる。昔のことを蒸し返す。とりとめなく

関係ない話をする。究極の男女脳取扱説明書。

26 220709049 809.2:F74 人は「話し方」で9割変わる/福田健著 D 会話
仕事/恋愛/人間関係にスグ効く。初対面で相手の心をつかむ。人

の心を打ち、ホッとさせる。

27 221200986 809.2:F85 “また会いたい"と言わせる話し方、伝え方/福澤朗著 D 会話
「話す」ことは「スポーツ」と同じ。8つのエクササイズで「話す

筋肉」を鍛えれば、誰でも必ず一定レベルまでは上達する。

28 221200148 336.49:U59

プロカウンセラーのコミュニケーションが上手にな

る技術 : あなたの可能性を広げる超テクニック

/浮世満理子著

D
コミュニ

ケーション

メンタルトレーニング&心理学で「コミュニケーションの達人」に

なろう。

29 220809214 809.2:F74 ユーモア話術の本/福田健著 E 会話
会話で人を楽しませるのは、意外に簡単!知っているだけで、相手

の反応が、ここまで違ってくる。「話上手」になるコツ。

30 221300201 361.45:H32
異文化理解入門 : グローバルな時代を生きるための

/原沢伊都夫著
E

コミュニ

ケーション

4コマ漫画や筆者の体験談「異文化よもやま話」など。身近な異文

化を意識することは、様々な人間関係の向上に役立ちます。

31 221100407 081:SAI:157
科学でわかる男と女の心と脳 : 男はなぜ若い子が好き

か?女はなぜ金持ちが好きか?/麻生一枝著
E 分析

男はなぜ若い子を好むのでしょうか?女はなぜ金持ちを好むので

しょうか?男女の恋の駆け引き、性の裏側を解説。

32 221200699 141.62:N86 理系男子のための恋愛の科学/西内啓著 E
ステップ

アップ

東大で多くの非モテ系男子学生を救った伝説の恋愛セミナーを再

現。ポジティブ心理学、コミュニケーション科学の最新の知見に

基づいた誰でも実践できる「モテ」理論。
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33 221009039 159:N29
すごいモテ方 : オンナ心をつかんで離さない魔法の

法則/内藤誼人著
E

ステップ

アップ

“普通の恋愛力”を高める基本ルール。アプローチ、モテる男へと変

貌を遂げる心理テクニックとおしゃべり術。

34 220709156 809.2:Sh82
言葉と声の磨き方 : 一瞬であなたの印象を変える技術

/白石謙二著
E 会話

営業、恋愛、リーダーシップ、自己アピールなどあらゆる人間関係

の場面で使える!あなたの印象・評価・人間関係が劇的に変わるト

レーニングが満載。

35 221009273 159.4:Ta87
自分のスゴさにまだ気付いていないあなたへ/谷口祥

子著
E

コミュニ

ケーション

「ほめ方の伝導師」の著者が教える、あなたがさらに輝く自分リ

フレッシュメソッド。セルフイメージを自在にあやつり、なりた

い自分になる方法。

36 221710030 361.45:Sh51 「コミュ力」アップ実践講座 : 気まずくならずに会話

が続く!/下平久美子著 F

会話

イラストと実例でよくわかる、心理学をベースとしたメソッド。

20万人を笑顔にした人気カリスマ講師が、一生使える「話し方・

聴き方のコツ」を教えます!

37 221600777 336.49:Ka48
人見知りでも「人脈が広がる」ささやかな習慣

/金澤悦子著
F

コミュニ

ケーション

「君のためなら力を貸そう」と言ってもらえる人はどんなことを

心がけているのか?人生を変える人脈のつくり方!

38 221302764 081:CHI:415
お姫様とジェンダー : アニメで学ぶ男と女のジェン

ダー学入門/若桑みどり著
F 分析

ディズニーのアニメを題材に、昔話にはどんな意味が隠されている

かを読み解く。真の男女共同参画社会をめざす。

39 221301784 081:CHI:186 もてない男 : 恋愛論を超えて/小谷野敦著 F 分析
文学作品や漫画の言説を手がかりに、童貞喪失、嫉妬、強姦、夫

婦のあり方に至るまでをみつめなおす。

40 221200179 159.6:I61 「2回目のない女」を卒業します!/五百田達成著 F
ステップ

アップ

「どうして2回目のお誘いがないの!?」「出会い」が「恋愛」にな

らないあなたに贈る「本当の恋」をつかむコツ。

41 221200108 159:Ts41 弱さを強さに変えるセルフコーチング/辻秀一著 F
コミュニ

ケーション

スポーツ医学の専門医が解き明かす、自分を変える考え方のコツ

57。

42 221200114 361.454:H65 五感で磨くコミュニケーション/平本相武著 F 会話
日常会話や職場で相手を傷つけずに自分の主張を受け入れてもら

う話し方について紹介します。

43 221700425 809.5:Mo12
はずむ!「会話」の作り方 : ネガティブな私が"会話の

仕事"を続けられる50の方法/望月理恵著
G 会話

「人はわかり合えない」から始める、会話の原則とは?数多くのイ

ンタビューをしてきた著者が教えるホンネの話し方、聞き方を大公

開!

44 221200320 159:I61

特定の人としかうまく付き合えないのは、結局、あ

なたの心が冷めているからだ

/五百田達成, 堀田秀吾 著

G
コミュニ

ケーション

あらゆる人間関係の課題を性格を変えずに解決する方法。

45 221700275 184:B71
バナナを逆からむいてみたら : 人生の視点を変える

レッスン/アーチャン・ブラーム著
G

コミュニ

ケーション

振り回されない穏やかな心。怒り、不安、悩みが、あっけないほ

どラクになる。人生の視点の変え方レッスン。

46 221302427 081:Ko2177
わかりあえないことから：コミュニケーション能力

とは何か/平田オリザ著
G 分析

近頃の若者に「コミュニケーション能力がない」というのは、本

当なのか。いま、本当に必要なこと。

47 221600074 593.3:Ku99
もうミスらない脱オタクファッションバイブル

/久世著
G

ステップ

アップ

社会(リアル)に適応(ウケる)する装備(ファッション)がわかる。

48 221800371 493.74:Sh49 大人の人見知り/清水栄司著 G
コミュニ

ケーション

自分の中の「人見知り」の要素をうまく改善して克服すれば、仕

事の生産性は一気に倍増。その先には、より豊かな人生が待って

いる!

49 221200488 361.454:G69 一瞬で人を動かすハーバードの技術/ミミ・ゴッス著 G 会話
どんな状況にも瞬時に対応し、口から「きわめつけのひと言」が

飛び出すハーバード・最強の実践心理学の応用事例。

50 221700607 081:SAI:389

誰とでも会話が弾み好印象を与える聞く技術 : 相手の

話を自然と引き出す「聞き上手」になる

/山本昭生著

H 会話

 人の話をきちんと聞ける人は、それだけで間違いなく頭一つ抜け

ているということ。

51 221600761 361.45:Y86
コミュ障は治らなくても大丈夫 : コミックエッセイで

わかるマイナスからの会話力/吉田尚記著
H 会話

人との会話が苦手なすべての人に贈る、読むと勇気がわくコミッ

クエッセイ!

52 221500070 361.45:BL:1923
コミュ障動物性を失った人類 : 正しく理解し能力を引

き出す/正高信男著
H 会話

コミュ障の人とはどういう人なのか。じつは、コミュ障の人には

他の人にはない社会を突き動かす能力が備わっているという。現

代社会を生き抜くための方策を思案する。

53 221303031 361.454:A64

自分を活かすコミュニケーション力(RYOKU) : なり

たい自分になるための…人間関係が楽しくなる…

人間関係をよくする…コミュニケーション入門 : 感性

のコミュニケーションと説得のコミュニケーション

/荒木晶子, 藤木美奈子著

H
コミュニ

ケーション

なりたい自分になるための…人間関係が楽しくなる…人間関係を

よくする…コミュニケーション入門。

54 221302113 081:SAI:137

マンガでわかる恋愛心理学 : 人はなぜ恋をするのか?

ひとめぼれは本当の恋愛感情か?

/ポーポー・ポロダクション著

H 分析

恋は「いつ」「どこで」「だれと」生まれるのだろう?恋愛のカラ

クリなどの本質や原理を明らかにしていく。

55 221300424 159:H84 20代にしておきたい17のこと＜恋愛編＞/本田健著 H
ステップ

アップ

20代ですばらしい恋愛をするかどうかで、その後の人生がまった

く違ったものになります。


