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請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

377.15//Y19 大学生のためのリサーチリテラシー入門 : 研究のための8つの力 山田 剛史 ミネルヴァ書房 2011.8

学生アドバイザー
おすすめ資料と

アドバイス

417//Ko26//白鳥 ハンバーガーショップでむりなく学ぶ、やさしく楽しい統計学 向後 千春 技術評論社 2007.1

学生アドバイザー
おすすめ資料と

アドバイス

816.5//H55 論文・レポートの書き方と作文技法 東大路 鐸 画文堂 2000.5

学生アドバイザー
おすすめ資料と

アドバイス

816.5//I56 思考を鍛えるレポート・論文作成法 井下 千以子 慶應義塾大学出版会 2013.2

学生アドバイザー
おすすめ資料と

アドバイス

816.5//Ka58 チャートで組み立てるレポート作成法 加納 寛子 丸善 2010.4

雑誌 AERA 朝日新聞社 1988-

学生アドバイザー
おすすめ資料と

アドバイス

2015年6月展示「レポート・論文作成術 ～１年生から上級生まで～」

2015/6/1作成（6/17更新）

レポート？何それ？と思っている１年生も、もっと上達したいと思っている上級生も。レポート・論文を書くうえで押さえておきたい
「レポート作成法」「文献入手」「執筆」「引用文献の表示」「著作権」等に関する図書を紹介しています。

レポートや論文を作成してきた、学生アドバイザーのおすすめ図書も紹介していますよ。

嘉藤さん（経済学部経済学科4年）からの、レポート作成のアドバイス
僕がレポートを作成する時は、まるで物語を書くように。もしくは、誰かに演説しているかのように書くことを意識して、楽しくレポート作成することを大切に
しています。
例えば導入部は、自分がレポート課題をやる上で思った疑問を、少し大袈裟な表現で書いています。さらに、「～について、語っていきたいと思う」「～ではな
かろうか？」等、自分が好きな作家がよく使う言葉を混ぜると、自分の文章に愛着がわいて、レポートを書くことが少し楽しくなってきます。

小嶋さん（大学院経営学研究科2年）からの、レポート作成のアドバイス
論文・レポートと感想文の違いは何か。論文・レポートは、文章という形で自分の見解を相手に伝えるものです。そのため、ただ自分の考えを書いただけでは、
相手には伝わりません。自分の見解が相手に伝わって初めて、目的が達成されます。
わかりやすい文章を書くために必要な技法が求められますが、その技法がこの本には書かれています。課題のレポートや卒業論文の参考にしてみてはいかがです
か。

大倉さん（大学院経営学研究科2年）からの、レポート作成のアドバイス
私はレポートを作成する際には資料集めにできるだけ時間を割くようにしています。
レポート作成についての質問では「書き方が分からない」という人が多いのですが、よくよく聞くと出された課題に対する自分の主張や根拠が定まっていないこ
とが多いです。それを明らかにするために最初に資料集めを十分行うことは大切だと思います。しかし、資料を集めれば集めるほどレポートとしてまとめるのは
難しくなります。
そこで「思考を鍛えるレポート・論文作成法」を読んで下さい。本書では、資料を基に思考を組み立て作成していくプロセスを図解しています。非常に分かりや
すいので是非参考にして下さい。

春田さん（現代政策学部社会システム学科3年）からの、レポート作成のアドバイス
レポートを作成する際に大切なことは、自ら問題提起し、自ら現状、事実を伝え、自ら意見、対策等を述べ、読む人に伝えることです。
文章力は短時間では身につきません。普段から本、新聞、雑誌などでとにかく文章に触れ、とにかくたくさん書いてみることが重要です。そのうえでAERA（雑
誌）は、時事、社会問題等を幅広く取り上げているのでとても読みやすいと思いますよ。

星野さん（経営学部マネジメント総合学科4年）からの、レポート作成のアドバイス
私は情報処理のレポートのアドバイスをします。
まず「そのレポートは何を求められているのか」つまり「結論」をしっかりと理解しましょう。結論が漠然としている場合があります。その場合は自分で結論を
作ります。例えば「資料を基に○国の社会についてあなたの考えを述べよ。」と課題が出た場合、重点を置くポイントが必ずあります（経済や人口変化等）。そ
の中から結論を絞りレポートの作成をしましょう。
また、与えられた資料が何を意味するのかも理解しましょう。そうすれば自然とどのようにすれば自分の求める答えが出てくるか見えます。
やり方が分からない時には紹介した本などを活用してください。



2/4816.5//Ke26 学生による学生のためのダメレポート脱出法 慶應義塾大学教養研究センター 慶応義塾大学出版会 2014.1

学生アドバイザー
おすすめ資料と

アドバイス

816.5//Sa37 だれも教えなかった論文・レポートの書き方 阪田 せい子 総合法令出版 1998.4

学生アドバイザー
おすすめ資料と

アドバイス

816.5//W46 「文化系」学生のレポート・卒論術 渡辺 潤 青弓社 2013.4

学生アドバイザー
おすすめ資料と

アドバイス

007.58//F67 キーワード検索がわかる 藤田 節子 筑摩書房 2007.1

007.58//I14 資料検索入門 : レポート・論文を書くために 市古 みどり 慶應義塾大学出版会 2014.1

007.58//Mi68 情報検索のスキル : 未知の問題をどう解くか 三輪 真木子 中央公論新社 2003.9

007.6//Mo45//1 Word & Powerpoint 森 園子 共立出版 2012.3

007.6//Mo45//2 Excel & 情報検索とGoogle活用 森 園子 共立出版 2012.9

007.6//Ta95 大学生の情報基礎 立田 ルミ 日経BP社 2013.4

007.63//F67 よくわかるMicrosoft Excel 2010 富士通オフィス機器 FOM出版 2010.7-

007.63//F67 よくわかるMicrosoft Word 2010 富士通エフ・オー・エム FOM出版 2010.7-

007.63//G43 今すぐ使えるかんたんExcel 2010 技術評論社編集部 技術評論社 2010.7

007.63//G43 今すぐ使えるかんたんWord 2010 技術評論社編集部 技術評論社 2010.7

007.63//I57 今すぐ使えるかんたんぜったいデキます!エクセル2010 : Windows 7対応 井上 香緒里 技術評論社 2011.1

007.63//Ka14 今すぐ使えるかんたんぜったいデキます!ワード2010 門脇 香奈子 技術評論社 2011.1

007.63//Ka39 Wordによる論文・技術文書・レポート作成術 : Word2013/2010/2007対応 神谷 幸宏 コロナ社 2014.9

015.2//Mo45 文献調査法 : 調査・レポート・論文作成必携 : 情報リテラシー読本 毛利 和弘 毛利和弘 2014.5

015.2//Ta55 図書館で調べる 高田 高史 筑摩書房 2011.6

吉田さん（現代政策学部社会経済システム学科4年）からの、レポート作成のアドバイス
私のレポート作成のアドバイスはギリギリにやらないことです！
書く前には、どんなことに気を付けてレポートを書けばいいか、コツなどを頭に入れてから書くようにしています！この本は、基本的なレポートの書き方や基本
を踏まえた実践的な書き方までを失敗例を示しながら説明してくれるので、レポートの書き方がわからない、良いレポートを書きたい方にオススメです！学習相
談を担当する学生が書いた本であり、学生ならではの視点が多く取り入れられている本なので、レポート作成に役立つと思います！

田口さん（経営学部マネジメント総合学科4年）からの、レポート作成のアドバイス
図書館の本の活用はとても役立つので、利用してみてください。
起→承→転→結に書くといったことより、書くまでのことでアドバイスすると私はレポートを書くときに心がけていることが２つあります。
基本的なことですが、①「表紙をきちんと付ける」意外とそのまま提出する人が多いですが、題名・学部・学籍番号・名前・授業科目名・教員名きちんとすれば
印象も良いです。②「こまめにメモをとる」授業の中でキーとなると思ったことは常にメモを取ることで聞き落とすことなく、レポートの課題が出た時も何が書
きたいことか、何を学んできたか振り返りやすい。この術は、今後就活・社会へ出るためにもメモを習慣づければgood！！！

北裏さん（経営学部マネジメント総合学科4年）からの、レポート作成のアドバイス
レポートを書く際、自分が何を書くべきかという「ゴール」を明確にすることが一番であると思います。ゴールが分かっていれば、レポートの構成もそのゴール
から逆算して自然と決めることができますし、今何を書くべきか整理も付きます。
また、レポートの全体を通してもそうですが、レポートの各構成内でも「ゴール」を定めるとよりレポートの内容に一貫性が出てきます。読む側も論理的にレ
ポートの内容を受け取ることができ、内容を理解しやすくなります。
そのためレポートを作成する前には必ず「このレポートで何を伝えたいのか」というゴール、すなわち結論を自分の中ではっきりと決めることをオススメしま
す。



3/4015.2//Ta55 図書館が教えてくれた発想法 高田 高史 柏書房 2007.12

015.2//Ta55 図書館のプロが伝える調査のツボ 高田 高史 柏書房 2009.7

015//C47 図書館を使い倒す! : ネットではできない資料探しの「技」と「コツ」 千野 信浩 新潮社 2005.1

015//F67 図書館活用術 : 情報リテラシーを身につけるために 藤田 節子 日外アソシエーツ 2011.1

021.2//C31 著作権法 茶園 成樹 有斐閣 2014.4

021.2//C54//2013-2014 著作権法入門 著作権法令研究会 著作権情報センター 1996.7-

021.2//F76 18歳の著作権入門 福井 健策 筑摩書房 2015.1

021.2//Ka39 大学生と著作権 神谷 信行 ナカニシヤ出版 2006.7

021.2//Ki68 Q&A引用・転載の実務と著作権法 北村 行夫 中央経済社 2014.2

021.2//N93 デジタル時代の著作権 野口 祐子 筑摩書房 2010.1

021.2//Su96 もう知らないではすまされない著作権 鈴木 龍介 中央経済社 2014.3

021.2//To21 知らないとあぶない!著作権トラブル 富樫 康明 花伝社 2013.3

021.2//W41 そこが知りたい著作権Q&A100 : CRIC著作権相談室から 早稲田 祐美子 著作権情報センター 2011.3

021.2//Y45 著作権教育の第一歩 : 先生のための入門書 大和 淳 三省堂 2013.2

330.4//H35 日経1年生! : 経済記事って、本当は身近で面白い 長谷部 瞳 祥伝社 2008.4

330.4//I75 日経新聞の読み方 : 短時間で裏読みまで 石井 勝利 明日香出版社 2003.3

330.4//Ka14
日本経済新聞の歩き方
 : 金融・経済のしくみがおもしろいようにわかる15の連想ゲーム

角川 総一 ビジネス教育出版社 2007.11

330.4//N77 すぐに活かせる「日経」の読み方 日本経済新聞社 日本経済新聞社 2004.7

330.4//Sh21 渋井真帆の日経新聞読みこなし隊 渋井 真帆 日本経済新聞社 2005.9

330.7//Th7 経済論文の書き方 : 作成・プレゼン・評価 Thomson William 1949- 東洋経済新報社 2006.5

330//Ko65//2015 小宮一慶の1分で読む!「日経新聞」最大活用術 小宮 一慶 日本経済新聞出版社 2013.10-

330//N77 日本経済新聞の読み方 日本経済新聞出版社 日本経済新聞出版社 2008.4-

331.19//Ko65 日経新聞の数字がわかる本 : 「景気指標」から経済が見える 小宮 一慶 日経BP社 2009.8

331.19//O22 経済指標の読み解き方がよ?くわかる本 : 経済指標で景気の動向がわかる 小笠原 誠治 秀和システム 2007.9

338.15//Y97 有価証券報告書の見方・読み方 : 会社情報の宝庫 あずさ監査法人 清文社 2015.3

407//Ko97 科学技術系のライティング技法 : 理系文・実用文・仕事文の書き方・まとめ方 小山 透 慶應義塾大学出版会 2011.4

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

407//Mi45 理系のためのレポート・論文完全ナビ 見延 庄士郎 講談社 2008.1

407//Ta84 Power Pointによる理系学生・研究者のためのビジュアルデザイン入門 田中 佐代子 講談社 2013.7



4/4408//B59//1666 理系のための「即効!」卒業論文術 : この通りに書けば卒論ができあがる 中田 亨 講談社 2010.1

408//B59//1791 卒論執筆のためのWord活用術 : 美しく仕上げる最短コース 田中 幸夫 講談社 2012.1

408//B59//1793 論理が伝わる世界標準の「書く技術」 : 「パラグラフ・ライティング」入門 倉島 保美 講談社 2012.11

408//B59//1813 研究発表のためのスライドデザイン : 「わかりやすいスライド」作りのルール 宮野 公樹 講談社 2013.4

408//B59//1847 論理が伝わる世界標準の「プレゼン術」 : 一生モノの「説得技法」 倉島 保美 講談社 2014.1

430.7//I41 化学を学ぶ人のレポート・論文・発表マスターガイド 今田 泰嗣 化学同人 2010.1

810.4//Ka91 22歳からの国語力 川辺 秀美 講談社 2010.1

810.7//H38 大学生のための日本語表現トレーニング 橋本 修 三省堂 2008.9-2010.9

810.7//H38 大学生のための日本語表現トレーニング 橋本 修 三省堂 2008.9-2010.9

811.56//Sa66 新しい国語表記ハンドブック 三省堂編修所 三省堂 2015.1

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 日外アソシエーツ 2009.4

816.5//H48 引用する極意引用される極意 林 紘一郎 勁草書房 2009.4

816.5//I73 論文・レポートの基本 : この1冊できちんと書ける! 石黒 圭 日本実業出版社 2012.3

816.5//I89 はじめてのレポート : レポート作成のための55のステップ 伊藤 義之 嵯峨野書院 2003.4

816.5//Ka59 思考し表現する学生を育てるライティング指導のヒント 関西地区FD連絡協議会 ミネルヴァ書房 2013.3

816.5//Ma81 大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法 松本 茂 玉川大学出版部 2015.3

816.5//Mi84 学術論文のための著作権Q&A : 著作権法に則った「論文作法」 宮田 昇 東海大学出版会 2008.2

816.5//Mu55
論文作成のための文章力向上プログラム
 : アカデミック・ライティングの核心をつかむ

村岡 貴子 大阪大学出版会 2013.3

816.5//N88 留学生と日本人学生のためのレポート・論文表現ハンドブック 二通 信子 東京大学出版会 2009.12

816.5//Y24
コピペと言われないレポートの書き方教室
 : 3つのステップ : コピペから正しい引用へ

山口 裕之 新曜社 2013.7

816//A12 シンプルに書く! : 伝わる文章術 阿部 紘久 飛鳥新社 2012.9

816//Ku72 大学生からの文章表現 : 無難で退屈な日本語から卒業する 黒田 龍之助 筑摩書房 2011.2

816//Ma26
きっちり!恥ずかしくない!文章が書ける
 : 「言葉の仕組み」と「助詞の使い方」がわかれば

前田 安正 すばる舎 2013.5

816//N43 文章表現基礎セミナー 中田 秀夫 明治書院 2002.4

816//N92 日本語を書くトレーニング 野田 尚史 ひつじ書房 2003.3

816//Ta82 一歩先を行く文章力 : ONESTEP : 正しく伝わる!賢く見える! 田村 仁 明日香出版社 2012.5

836.5//Y91 英文ライティングと引用の作法 : 盗用と言われないための英文指導 吉村 富美子 研究社 2013.6

城西大学水田記念図書館


	印刷用

