
コミュニケーションの大切さを知ろう 　

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 講談社 S 361.4

心をひらく「ほめグセ」の魔法 西村　貴好／著 経済界 S 361.4

アサーション入門　自分も相手も大切にする自己表現法 平木　典子／著 講談社 S 361.4

FBI捜査官が教える「第一印象」の心理学 ジョー・ナヴァロ／著 河出書房新社 361.4

わかりあう対話10のルール 福澤　一吉／著 筑摩書房 S 361.4

コミュニケーション力 斎藤　孝／著 岩波書店 S 361.4

「あいづち」は人を活かす 久保田　真弓／著 広済堂出版         361.4

この人はなぜ自分の話ばかりするのか ジョーエレン・ディミトリアス／著 ソニー・マガジンズ       361.4

職場は感情で変わる 高橋　克徳／著 講談社 S 336.4

会社、仕事、人間関係が「もうイヤだ！」と思ったとき読む本 斎藤　茂太／著 あさ出版 159 サイト

「自分」を知ってコミュニケーション力を高めよう

自分を支える心の技法　　対人関係を変える９つのレッスン 名越　康文／著 医学書院 498.3 ナコシ

内気と不安を軽くする練習帳 ロナルド・M.ラペイ／著 草思社 493.7

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／著　堀田　秀吾／著 　クロスメディア・パブリッシング         159 イオタ

「どうして私ばっかり」と思ったとき読む本 石原　加受子／著 PHP研究所 Ｂ 146.8

他人(ひと)は変えられないけど、自分は変われる! 丸屋　真也／著 リヨン社 146.8

人間関係でヘコみそうな時の処方箋 斎藤　茂太／著 集英社 Ｂ 361.4

2日で人生が変わる「箱」の法則 アービンジャー・インスティチュート／著 祥伝社         361.4

「私、そんな人じゃないのに」とずっと思ってきた人のための本 生月　誠／著 青春出版社 361.4

あなたは他人からどんなタイプの人間と思われているか? 長住　哲雄／著 河出書房新社 361.4

精神科医町沢静夫の「他人」を気にするのはやめなさい 町沢　静夫／著 海竜社 361.4

ひとを<嫌う>ということ 中島　義道／著 角川書店 361.4

カリスマ出口汪の人生を変える!最強の「話し方」塾 出口　汪／著 草思社 809.4

「話し方のプロ」の話す技術 大嶋　利佳／著 PHP研究所 809.4
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 上手な聞き方が面白いほど身につく本 
             

                          内山 辰美／著 
      

          中経出版 

                                                                                                          

   「どうして私ばっかり」と 

     思ったとき読む本 
           

          石原 加受子／著 
 

          PHP研究所 

あいづちの打ち方や、質問の方法など会話

が弾む聞き方のコツなどを紹介。 

イラストや図を使って説明しているので、

わかりやすく、読みやすいです。 

 

 
 
 

春は新しい出会いが多い季節です。 

人づきあいがどうも苦手という方も、そうでない方も、                    

コミュニケーションについて改めて考えてみませんか？            

著者によると「いつも私ばかり損して

いる気がする。」と悩んでいる人が増

えているそうです。そんな気持ちを解

消し、自分自身を大切にする方法を紹

介しています。 
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1分で話をまとめる技術 樋口　裕一／著 青春出版社 809.4

質問力　話上手はここがちがう 斎藤　孝／著 筑摩書房 809.4

あなたが生きる話し方 秋山　和平／著 日本放送出版協会 809.4

心くばりの話しことば 岡部　達昭／著 日本放送出版協会 809.4

「伝わる」技術 坂本　真一／著 WAVE出版 809.4

「分かりやすい話し方」の技術 吉田　たかよし／著 講談社 S 809.4

相手に「伝わる」話し方 池上　彰／著 講談社 S 809.4

嫌なものは嫌ときっぱり伝える対話術 バルバラ・ベルクハン／著 草思社 809.4

自分の意見がはっきり言える本 中川　昌彦／著 実務教育出版 809.4

言いにくいことをうまく伝える会話術 ダグラス・ストーン／著 草思社 809.4

言いたいことが確実に伝わる１７秒会話術 安田　正／著 明日香出版社 809.4

思いを「伝える」技術 菅原　裕子／著 PHP研究所 Ｂ 336.4

伝える力・２ 池上　彰／著 PHP研究所 S 336.4

あなたの表現はなぜ伝わらないのか 古郡　廷治／著 中央公論新社 S 361.4

伝える技術50のヒント 山中　秀樹／著 ソフトバンククリエイティブ S 809.4

お年寄りと話そう 日野　純子／著 春風社 809.4

老会話 梶原　しげる／著 東洋経済新報社 809.4

人生を変える黄金のスピーチ　　上・下 デール・カーネギー／著 サンマーク出版 809.4

人前でビクビク・オドオドせずに話せる本 金井　英之／著 すばる舎 809.4

上手な「聞き方・話し方」の技術 福田　健／著 ダイヤモンド社 336.4

もう一度会いたくなる人の聞く力 中谷　彰宏／著 PHP研究所 809.4

上手な聞き方が面白いほど身につく本 内山　辰美／著 中経出版 809.4

話し上手聞き上手 齋藤　孝／著 筑摩書房 ＹＡ Ｓ 809.4

オツな日本語 金田一　秀穂／著 日本文芸社 810.4

これだけは知っておきたい言葉づかい 竹林　一志／著 笠間書院 810.4

NHKますます気になることば　　見とく知っとくナットク！ NHKアナウンス室／編 東京書籍 810.4

知ってるようでよく間違う日本語 北野　義則／著 PHP研究所 810.4

22歳からの国語力 川辺　秀美／著 講談社 S 810.4

美しい日本語のすすめ 坂東　眞理子／著 小学館 S 810.4

日本語の作法 外山　滋比古／著 日経BP社 810.4

日本語てにをはルール 石黒　圭／編著 すばる舎 810.4

メイコとカンナのことばの取説 中村　メイコ／著 亜紀書房 810.4

問題な日本語 北原　保雄／編 大修館書店 810.4

「関係の空気」「場の空気」 冷泉 彰彦／著 講談社 S 810.4

ありえない日本語 秋月 高太郎／著 筑摩書房 S 814.9

いつのまにか大恥をかいている「ああ勘違い」の日本語345 日本語を考える会／編 角川書店 Ｂ 810.4

勘ちがいの日本語 日本語学研究所／編 PHP研究所 810.4

ことば点描 外山 滋比古／著 大修館書店 804

敬語のおさらい 三ツ野　薫／著 自由国民社 815.8

敬語の疑問が全て解ける本 北舘　誠一郎／著 文芸社 815.8

大人の敬語コミュニケーション 蒲谷　宏／著 筑摩書房 S 815.8

社会人なら絶対おさえておきたい敬語きほんのき 梶原　しげる／著 PHP研究所 336.4

社長は食べられました 山田　永／著 集英社 336.4

その「敬語・マナー」は間違いです 久保田　正伸／著 こう書房 336.4
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