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請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

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

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

361//G34//18 論文の書きかた 佐藤 健二 弘文堂 2014.12

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 くろしお出版 2011.4

377.15//Ki71 広げる知の世界 : 大学でのまなびのレッスン 北尾 謙治 ひつじ書房 2005.5

377.15//Se22 大学生学びのハンドブック : 勉強法がよくわかる! 世界思想社編集部 世界思想社 2011.11

377.15//Se73 知のツールボックス : 新入生援助 (フレッシュマンおたすけ) 集 専修大学出版企画委員会 専修大学出版局 2006.4

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 2016.2

407//N77
すばらしい論文を書くための秘訣 : 大学院生と若手研究者への助言 = Keys to
writing great papers : advice for graduate students and young researchers

中島 エリザベス ブックウェイ 2014.7

407//O15 サイエンス・ライティング練習帳 落合 洋文 ナカニシヤ出版 2010.8

407//Ta84 手ぎわよい科学論文の仕上げ方 : (付)初心者べからず集 田中 潔 共立出版 1994.1

408//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//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

2016年12月 ステップアップ　論文・レポート作成術

そろそろ試験期間も近づいて、レポートや卒論に追われている人も多いのではないでしょうか？
        論文やレポートを書くということは、自分の考えをわかりやすく表現すること。

        テーマについてきちんと調べ必要なら正しい形で引用し、順序立てて説明することです。
        今まで「よくわからない」まま書いてきた人から、「もっとうまく書きたい」という人まで、いろいろ役立つ資料を集めました。

2016/12/1(12/16改定)

論文・レポート 作成法
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請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

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

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 南江堂 1999.5

490.7//U41 英語 : 抄録・口頭発表・論文作成虎の巻 : 忙しい若手ドクターのために 上松 正朗 南江堂 2006.5

490.7//Y46 超簡単!!論文作成ガイド : 『研究』しよう 山浦 克典 薬事日報社 2016.4

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

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//I75 ゼロからわかる大学生のためのレポート・論文の書き方 石井 一成 ナツメ社 2011.5

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//I96 「知」の方法論 : 論文トレーニング 岩崎 美紀子 岩波書店 2008.5

816.5//Ka98
論文・プレゼンの科学 : 読ませる論文・卒論、聴かせるプレゼン、優れたアイディア、
伝わる英語の公式

河田 聡 アドスリー 2016.2

816.5//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

816.5//Ko34 「論文を書く」ということ : 憂鬱な知的作業のすすめ 小磯 明 御茶の水書房 2014.8

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//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

大学教育出版 2012.5

816.5//O14 大学生の文章術 : レポート・論文の書き方 旺文社 旺文社 [2015.4]

816.5//Sa75 論文ゼミナール 佐々木 健一 東京大学出版会 2014.8

816.5//Si4 できる研究者の論文生産術 : どうすれば「たくさん」書けるのか Silvia Paul J. 講談社 2015.4

816.5//Ts99 大学1年生のための伝わるレポートの書き方 都筑 学 有斐閣 2016.4

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

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
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請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

836.5//H77
英語アカデミック・ライティングの基礎 = English academic writing for university
students

一橋大学英語科 研究社 2015.3

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

836.5//Y86 アカデミックライティング入門 : 英語論文作成法 吉田 友子 慶應義塾大学出版会 2015.4

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

請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

407//N81
理系のための文章術入門 : 作文の初歩から,レポート,論文,プレゼン資料の書き方ま
で

西出 利一 化学同人 2015.3

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

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．スキルアップ編・実践編 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//F92 文章ベタな人のための論文・レポートの授業 古郡 廷治 光文社 2014.5

816.5//H56 やさしい文章術 : レポート・論文の書き方 樋口 裕一 中央公論新社 2002.12

816.5//I84 日本語表現力 : アカデミック・ライティングのための基礎トレーニング 石塚 正英 朝倉書店 2016.3

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//O77 ピアで学ぶ大学生の日本語表現 : プロセス重視のレポート作成 大島 弥生 ひつじ書房 2014.7

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//N17 大学1年生のための日本語技法 長尾 佳代子 ナカニシヤ出版 2015.4

文章表現
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請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

816//N43 文章表現基礎セミナー 中田 秀夫 明治書院 2002.4

816//N52 成川式文章の書き方 :  決定版 成川 豊彦 PHP研究所 2010.9

816//O22 伝わる!文章力が身につく本 小笠原 信之 高橋書店 [2011.3]

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

請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

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

007.6//Mo45//2 Excel&情報検索とGoogle活用 森 園子 共立出版 2015.5

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

070//Sa25 新聞力 : できる人はこう読んでいる 斉藤 孝 筑摩書房 2016.1

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 : 投資・運用必須!金融・証券データ徹底読みこなし

角川 総一 ビジネス教育出版社 2006.3

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//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

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

490.7//I96 図解PubMedの使い方 : インターネットで医学文献を探す 岩下 愛 日本医学図書館協会 2013.11

資料検索方法
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請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

490.7//Su87 わかりやすい医中誌Web検索ガイド : 検索事例付 諏訪部 直子 日本医学図書館協会 2013.1

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 日外アソシエーツ 2003.11

請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

007.6//Mo45//1 Word & PowerPoint 森 園子 共立出版 2015.5

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

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//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

請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

021.2//C31 著作権法 茶園 成樹 有斐閣 2014.4

021.2//C54//201
5-2016

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 2016.1

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

著作権

Word ・ Excel ・ PowerPoint
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021.2//O36 著作物を楽しむ自由のために : 最高裁著作権判例を超えて 岡 邦俊 勁草書房 2016.6

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//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

407//Mu48 論文捏造 村松 秀 中央公論新社 2006.9

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

城西大学水田記念図書館


