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請求記号 書名 著者名 出版年 出版社

007.6//Mo45 Word & Powerpoint 森 園子 2012.3 共立出版

007.6//To83 大学新入生のための情報リテラシー : Windows 7・Office 2010 豊田 雄彦 2010.12 共立出版

007.58//A64 ヤフーとグーグルの検索がわかる本 : ポケット図解 : 検索活用ガイド 荒木 早苗 [2006.9] 秀和システム

007.63//Ki66 できるExcel 2007の「困った!」に答える本 : Windows Vista対応 きたみ あきこ 2007.1 インプレスジャパン

007.63//I57 できるWord 2007の「困った!」に答える本 : Windows Vista対応 井上 香緒里 2007.1 インプレスジャパン

141.5//W46//木内(正) 世界一やさしい問題解決の授業 渡辺 健介 2007.6 ダイヤモンド社

159//Ma15 史上最強の人生戦略マニュアル McGraw Phillip C. 2008.9 きこ書房

330.7//Ko27 経済論文の作法 : 勉強の仕方・レポートの書き方 小浜 裕久 2011.2 日本評論社

361.454//N39 大学1年生からのコミュニケーション入門 : ワークシート課題付 中野 美香 2010.8 ナカニシヤ出版

377.6//N87 世界に飛びだそう!目指せ!グローバル人材 : 成功するアメリカ大学留学 西澤 めぐみ 2010.9 ダイヤモンド・ビッグ社

377.9//Mo45//日比野 大学生の学習テクニック 森 靖雄 2007.11 大月書店

377.9//Sa85 新編大学学びのことはじめ : 初年次セミナーワークブック 佐藤 智明 2011.1 ナカニシヤ出版

377.9//W46 大学生のためのデザイニング・キャリア 渡辺 三枝子 2011.11 ナカニシヤ出版

377.15//G16 知へのステップ : 大学生からのスタディ・スキルズ 学習技術研究会 2011.4 くろしお出版

377.15//N46 知のナヴィゲーター : 情報と知識の海-現代を航海するための 中澤 務 2007.4 くろしお出版

377.15//O96 大学生のための基礎力養成ブック 小棹 理子 2012.2 丸善出版

377.15//Sa85 アカデミック・スキルズ : 大学生のための知的技法入門 佐藤 望 2012.9 慶應義塾大学出版会

377.15//Y22 なせば成る! : スタートアップセミナー 学習マニュアル 山形大学基盤教育院 2010.1 山形大学出版会

407//A41 科学論文の書き方 : 説得力はこうして生まれる Alley Michael 1989.6 丸善

407//B64 英語で書く科学論文のポイント : 英語が外国語の人へ Booth Vernon 1988.12 地人書館

407//H68 科学英語の基礎 : これならわかる英文読解術 平田 光男 2003.8 化学同人

407//H87 科学論文作成テクニック : For Windows 祝部 大輔 1999.4 薬業時報社

407//I43
ポスター発表はチャンスの宝庫! : 一歩進んだ発表のための計画・準備から当日のプレゼンまで
 : in医学・理学系学会

今泉 美佳 2003.6 羊土社

407//L77 実験レポート作成法 Lobban Christopher S. 2011.12 丸善出版

407//Su73 科学者のための研究発表のしかた 砂原 善文 1985.6 朝倉書店

407//Su87 理系のための上手な発表術 諏訪 邦夫 2005.4 講談社

2013年6月 図書館展示「レポートの書き方。そうだ、学生アドバイザーに訊いてみよう」

レポートや論文の書き方やコツ、誰かに訊いてみたかったですよね？今月はそのお悩みを展示と学生アドバイザーがサポートします。展示には各分野のレ
ポート・論文の書き方テキストのほか、学習の取り組み方や学生アドバイザーお薦めのテキストをピックアップして紹介しています。手にとりアドバイ
ザーにも相談し、自分に合ったテキストを見つけてください。
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408//B59//1305 情報を捨てる技術 : あふれる情報のどれをどう捨てるか 諏訪 邦夫 2000.1 講談社

408//B59//1726 仕事がぐんぐん加速するパソコン即効冴えワザ82 : 時間のロスを減らす会心のテクニック トリプルウイン 2011.5 講談社

408//B59//BC02 理系のためのPowerPoint「超」入門 : プレゼンテーションからホームページ作成まで 石居 進 2003.7 講談社

490.7//Mi96 これ一冊で医学論文が書ける : 和文・英文を正しく書くために 水島 裕 1999.6 診断と治療社

490.7//Mo33
Illustratorのやさしい使い方から論文・学会発表まで
 : すぐに描けるイラスト作成のコツと研究者のためのポスター・論文Figureの作成法

門川 俊明 2008.11 羊土社

490.7//N23 グラフ作成のABC : DeltaGraphを使いこなそう! : 医学研究データ, 実験データをまとめる 長田 理 1999.7 羊土社

490.7//O48 医学英語論文の賢い書き方 : 日本人英語の弱点を克服する 岡崎 真雄 1999.6 メジカルビュー社

490.7//Sa85 医薬英語論文 : 英借文用例辞典 佐藤 洋一 2011.9 オーム社

490.7//Su96 保健・医療・福祉のための論文のまとめ方と書き方 鈴木 庄亮 1999.5 南江堂

490.7//Ta33 トップジャーナルにアクセプトされる医学論文 : 執筆と投稿のキーポイント 高橋 弘 2000.5 メディカルレビュー社

490.7//Ta84 医学論文の書き方 田中 潔 1991.4 医学書院

801.6//E19 論文作法 : 調査・研究・執筆の技術と手順 Eco Umberto 2003.4 而立書房

816//N43 短くて説得力のある文章の書き方 : 右脳でスピードアップ 中谷 彰宏 2003.6 ダイヤモンド社

816//N83//松本(明)
栄養士・管理栄養士をめざす人の文章術ハンドブック : 図解 : ノート、レポート、手紙・メールから、履歴書・エント
リーシート、卒論まで

西川 真理子 2011.7 化学同人

816//N93 「超」文章法 : 伝えたいことをどう書くか 野口 悠紀雄 2002.1 中央公論新社

816.5//F49 アメリカ式論文の書き方 Fry Ronald W. 1994.2 東京図書

816.5//F67 レポート・論文作成のための引用・参考文献の書き方 藤田 節子 2009.4 日外アソシエーツ

816.5//F92//蛭川 論文・レポートのまとめ方 古郡 廷治 1997.8 筑摩書房

816.5//H22 大学生と留学生のための論文ワークブック 浜田 麻里 1997.4 くろしお出版

816.5//I19 レポート作成法 : インターネット時代の情報の探し方 井出 翕 2003.11 日外アソシエーツ

816.5//I84 レポート・論文・プレゼンスキルズ : レポート・論文執筆の基礎とプレゼンテーション　 石坂 春秋 2003.3 くろしお出版

816.5//Ko76//和田(美) レポート・論文の書き方入門 河野 哲也 2002.12 慶應義塾大学出版会

816.5//Mi64//和田(美) レポート・卒論のテーマの決め方 三井 宏隆 2004.5 慶應義塾大学出版会

816.5//N97 大学生のための研究ハンドブック : よくわかるレポート・論文の書き方
ノートルダム清心女子大学
人間生活学科

2012.5 大学教育出版

816.5//O22//于 大学生のためのレポート・論文術 小笠原 喜康 2009.11 講談社

816.5//Sh81//新井 よくわかる卒論の書き方 白井 利明 2008.5 ミネルヴァ書房

836.5//Ka37 英語論文・レポートの書き方 上村 妙子 2004.2 研究社

836.5//Sa43 英語論文の書き方入門 迫 桂 2012.4 慶應義塾大学出版会

836.5//To67 英語論文とレポートの書き方 鳥居 次好 1976 英潮社

836.5//Tu6 シカゴ・スタイル研究論文執筆マニュアル Turabian Kate L. 2012.11 慶應義塾大学出版会

城西大学水田記念図書館
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