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スピーチで悩んだら
2014.1 作成

冠 婚 葬 祭 や ビジ ネ ス ，町 内 会や サ ー ク ル など ，
人 前 で 話 す 機会 は ，身 近 に たく さ ん あ り ます 。
どうしたら自分の気持ちを上手く伝えられる
の か ･･･参 考 に な り そ う な 資 料 を い く つ か 集
め て み ま し た。

この「調べ方案内」では，
毎回ひとつのテーマを
とりあげて，調べ方の
コツやヒントをお伝え
していきます。

宮城県図書館
〒981-3205 宮城県仙台市泉区紫山 1-1-1
電話：022-377-8441
FAX：022-377-8484
URL http://www.library.pref.miyagi.jp/

１ キーワードは何でしょう？
資料を検索する時に，手がかりとなるキーワードです。
「スピーチ」以外の言葉もイメージしておくと，効率的な
検索ができます。
あいさつ 式辞 話し方 発声
冠婚葬祭 礼儀作法 言語生活

表情 演説 司会
コミュニケーション など

２ 図書をさがしにいきましょう
本棚に行くと、同じ分野の図書がまとまって並んでいます。
ポイント 図書の背ラベル（上段）は，その分野を数字で
表しています。
「スピーチ」はまず背ラベル「809」の本棚へ！

＜背ラベルの例＞
809.2 話し方 発声 表情 身振り
809.4 式辞 あいさつ スピーチ 司会
816
文章 文体 作文（日本語）
336.4 ビジネスマナー 人間関係
361.45 コミュニケーション

３ こんな図書が並んでいます
冠婚葬祭・あいさつ全般
資料ＩＤ
1009326420
1007694951
1009288232
1009299551
1010061776
1005222565

タイトル
いつまでも心に残る３分スピーチ実例集
今どきのスピーチ大事典
結婚式お祝い事のスピーチ
新郎新婦と両親の謝辞とあいさつ
葬儀・法要のあいさつ実例集
英語スピーチ実例集 新版

請求記号
809.4/003
809.4/038
809.4/048
809.4/049
809.4/072
837.8/952

さまざまな場面で
資料ＩＤ
1007588708
1007634270
1007699737
1004086136
1010159976

タイトル
心に伝わる乾杯・献杯・締めのあいさつ
さすが！と言われる司会・進行実例集
町内会･自治会･管理組合役員のスピーチ・挨拶

お母さんあいさつ実例集
英語で日本のすべてを紹介する事典

請求記号
809.4/028
809.4/031
809.4/039
809.4/053
837.4/08Z

ビジネスシーンで
資料ＩＤ
タイトル
1009215748 すぐに使えるビジネススピーチ実例大事典
ショート・スピーチに役立つ企業人のための
1010666764
時の話題
1007690025 心に残る社長のスピーチ・挨拶
1010312765 式辞あいさつ公用実例集 第 1 次改訂版

請求記号
809.4/041
304/119
809.4/038
809.4/10Y

ビジネスシーン 一歩進んで
資料ＩＤ
タイトル
1009850122 ビジネスを成功させる「伝え方」の技術
1009747286 プレゼンテーションの教科書
1007493214 英語でプレゼン そのまま使える表現集

請求記号
336.49/046
336.49/076
336.49/039

あがらないように
資料ＩＤ
1004136279
1010098455
1007585431
1007073156
1010671558
1007165846
1009669092

タイトル
ここからはじめる発声法
コミュニケーション力
誰とでもラクに話せるようになる本
人前でアガらない話し方のコツ
パブリックスピーキング
「伝えたい気持ち」が伝わる本
気の力 場の空気を読む・流れを変える

請求記号
809.2/057
809.2/083
809.2/027
809.4/00X
809.4/11X
361.45/016
361.4/077

有名なスピーチ
資料ＩＤ
タイトル
請求記号
1009916576 世界を変えた名演説集
209/096
1007638263 バーゼルより 子どもと本を結ぶ人たちへ
019.5/031
1010807772 スティーブ・ジョブズ伝説のスピーチ&プレゼン対訳 335.13/12X

名言・名句・ことば
資料ＩＤ
タイトル
請求記号
1009813963 朝礼・スピーチに使える座右の銘 77
809.4/096/B フンシ
1004058622 世界の故事・名言・ことわざ 改訂 6 版 813.4/04Y/R
日英故事ことわざ辞典
（日本の故事ことわざと，それと同義の
1005128614
388.81/945/R
英語表現を対比させた資料です）

資料ＩＤ

タイトル
請求記号
四字熟語活用辞典 言いたい内容から逆
1005274434
813.4/93Z/R
引きできる
日本語慣用句辞典
1009592096
813.4/05Z/R
（よく使う慣用句を用例とともに解説した資料です）

1009568658 外来語・役所ことば言い換え帳
朝日キーワード 2014

816.4/058/R

（時事用語とそれに関する解説がなされた資料です

PA813.7/ア

年1 回の発行です）

４ パソコンで検索してみましょう
検索用のパソコンで資料をさがすこともできます。
ポイント
１で考えたキーワードが有効です！検索結果がうまく出て
こないときは，キーワードを変えて検索してみましょう。

視聴覚資料もさがせます
資料ＩＤ
タイトル
1008277640 話し方・スピーチ上達法 3（ﾋﾞﾃﾞｵ）

請求記号
809.4/ハ 940/VT3

５ 当館に所蔵がないときは
当館に所蔵がない資料も，次のデータベースでさがすことができます。
利用については，３階調査相談カウンターへご相談ください。
「宮城県内図書館総合目録」 県内公共図書館の蔵書検索
http://www.library.pref.miyagi.jp/dog/crs/
「学都仙台 OPAC」 県内大学図書館の蔵書検索
https://opac.library.tohoku.ac.jp/multi-opac/
「国立国会図書館サーチ」国会図書館と全国の主な公共図書館の蔵書検索
http://iss.ndl.go.jp/

６ 困ったときは
資料が見つからない，使い方がわからないなど，困ったときは
３階調査相談カウンターへどうぞ。いつでもお手伝いします。

