
刊行年 資料コード

2019.4 1111028781

2018.3 1110775622

2016.9 1110828421

2014.5 1110373758

2014.4 1110372792

2013.12 1110351135

2013.4 1108969807

2013.3 1108968098

2012.9 1110053582

2012.7 1110028261

2011.3 1108679059

2010.1 1108872712

2009.1 1108814060

2008.2 1108541804

2007.1 1108428911

2005.1 1108255207

2004.6 1107111971

2003.1 1108142587

2002.12 1107050997

2000.1 1106202516

1999.3 1101928636

1999.2 1101919080

1995.6 1100227030

刊行年 資料コード

2019.1 1111015986

2018.5 1110785266

2015.12 1110457395

2015.8 1110442496

2015.4 1110428123

令和3年10月3日作成

10月は「読書の秋」です。この機会に、秋の夜長に創作も楽しんでみませんか？
小説、俳句・短歌、エッセイ、勉学でのレポートの文章等々、文章の作り方について、関連する資料を集めてみました。

✎文章の書き方　文法・文章編

タイトル 著者名 出版者

ビジネスマンのための40歳からの本を書く技術

早大院生と考えた文章がうまくなる13の秘訣

100ページの文章術

プロが教える伝わる文章、伝える文章

「もっと読みたい」と思わせる文章を書く

三輪 裕範／[著]

近藤 勝重／著

酒井 聡樹／著

徳永 文一／著

加藤 明／著

島田雅彦／著

朝日新聞社用語幹事／編

正書法のない日本語

本を出したい人の教科書

異文化から学ぶ文章表現塾

簡潔で心揺さぶる文章作法

朝日新聞の用語の手引

「うまい!」と言わせる文章の裏ワザ

KADOKAWA

朝日新聞出版

今野 真二／著

吉田 浩／著

浅野洋／編著

岩波書店

講談社

新水社

石黒 圭／著 河出書房新社

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

幻冬舎

共立出版

金融財政事情研究会

すばる舎

岩波書店森山 卓郎／著

シンプルに書く! 阿部 紘久／著 飛鳥新社

日本語の<書き>方

やさしい文章術 樋口 裕一／著 中央公論新社

文章構成の基本大事典 樺島 忠夫／編・監修 勉誠出版

創作力トレーニング 原 和久／著 岩波書店

分かりやすい日本語の書き方 大隈 秀夫／著 講談社

〈不良〉のための文章術 永江 朗／著 日本放送出版協会

伝え方教室 大重 史朗／著 旬報社

大学生のための論文・レポートの論理的な書き方 渡邊 淳子／著 研究社

英国の大学に学ぶ 林 正史／著 海象社

文章表現法 樺島 忠夫／著 角川書店

文章添削トレーニング

心に届く文章づくり 猪狩 章／著 岩波書店

タイトル

中高生からの論文入門

小論文 書き方と考え方 講談社

講談社

出版者

大堀精一／著

小笠原喜康／著

古郡 廷治／著 筑摩書房

✎文章の書き方　レポート編

著者名

新・いますぐ本を書こう! ハイブロー武蔵／著 総合法令出版

文章のみがき方 辰濃 和男／著 岩波書店

『文学』を書いてみる
関連図書リスト



出版年 資料コード

2020.12 1111217962

2020.3 1110916176

2019.8 1110911003

2015.7 1108998384

2015.3 1110425228

2015.1 1110414966

2014.5 1110378344

2012.7 1110043203

2010.3 1108624808

2009.3 1108828698

2006.6 1108355122

2004.12 1108264209

2002.11 1108190404

2002.9 1107050385

1992.5 1100384039

刊行年 資料コード

2018.1 1110939418

2015.1 1110411053

2014.1 1110157169

2010.4 1108632108

2006.4 1108108299

2004.4 1108215375

1999.9 1106036815

1999.2 1101916391

1988.9 1100030632

刊行年 資料コード

2019.12 1111056683

2019.11 1110913371

2018.6 1110938774

2017.4 1110846720

2012.6 1110030481

2012.6 1110044771

2008.1 1108489400

2006.7 1108361674

2005.3 1107178590

1985年～ 1601962382

　　※最新号雑誌はB1カウンター前の書架に並んでいます。バックナンバー及び一部雑誌は書庫内です。

書きたい人のためのミステリ入門 新井久幸／著 新潮社

はじめての文学講義 中村 邦生／著

ピーター・J.マクミラン／英訳

雑誌『公募ガイド』２０２１年10月号 公募ガイド社発刊

英語で味わう万葉集 ピーター・J.マクミラン／著 文藝春秋

俳句を楽しむ 佐藤郁良／著 岩波書店

日本短歌総研／著 飯塚書店

英語で読む百人一首 文藝春秋

誰にも聞けない短歌の技法Q&A

✎形になった作品を賞に応募されたいと思った時は、こちらをご参考ください✐

エッセイの書き方 日本エッセイスト・クラブ／編 岩波書店

エッセー・随筆の本格的な書き方 井上 俊夫／著 大阪書籍

短篇小説講義 筒井康隆／著 岩波書店

岩波書店

比喩論 多門 靖容／著 風間書房

売れる作家の全技術 大沢 在昌／著 角川書店

デビュー作を書くための超「小説」教室 高橋 源一郎／著 河出書房新社

秘伝「書く」技術 夢枕 獏／著 集英社インターナショナル

タイトル 著者名 出版者

岩波書店

ミステリを書く！10のステップ

振仮名の歴史 今野真二／著 岩波書店

✎文章の書き方　小説創作編

タイトル 著者名 出版者

野崎 六助／著 東京創元社

みすず書房フェルナンド・サバテール／[著]物語作家の技法

小説作法ABC 島田 雅彦／著 新潮社

小説の読み書き 佐藤 正午／著

人生の物語を書きたいあなたへ ビル・ローバック／著 草思社

たとえば旅の文学はこんなふうにして書く 関 朝之／著 同文書院

エッセイ脳 岸本 葉子／著

10年たっても色褪せない旅の書き方 轡田 隆史／著 PHP研究所

江戸の恋文 綿抜 豊昭／著 平凡社

中央公論新社

六十代からのエッセイ教室 木村 治美／著 海竜社

つたえるエッセイ 重里徹也／著 新泉社

作家になるには 永江 朗／著 ぺりかん社

時代小説を書く 若桜木 虔／著 雷鳥社

✎文章の書き方　エッセイ編

比喩の日本語 榛谷 泰明／著 白水社

✎文章の書き方　短歌・俳句・川柳編

決定版俳句入門

一年であなたの俳句はここまで伸びる

決定版短歌入門

有馬 朗人／監修

辻 桃子／著

秋葉 四郎／監修

角川学芸出版

主婦の友社

角川学芸出版

英語俳句の作り方 馬場 秋星／著 [馬場秋星]

有楽出版社杉山 昌善／著60歳からの新しい川柳

タイトル 著者名 出版者


