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請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

　論文・レポート

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

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

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//Ts91 医療系研究論文の読み方・まとめ方 : 論文のPECOから正しい統計的判断まで 対馬 栄輝 東京図書 2010.5

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//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//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//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 2014.10

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

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//W46 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 研究社 2015.8

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

2018年12月展示　 でき る論文・ レ ポート ・ プレ ゼンテーショ ン
年度末に向けて、これまでの成果をまとめたり、発表したりする機会が増えてくると思います。

今回の展示では、「論文・レポート作成」、「プレゼンテーション」、「著作権」、「学習法」の4つのテーマに沿って図書を集めてみました。
こうした技術や知識は、学業はもちろん、就職活動や社会に出てからも、必ずあなたを助ける力になるはずです。

ぜひ展示図書を、スキルアップに役立ててください。
2018/12/20 更新
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816//Ma73 迷わず書ける記者式文章術 : プロが実践する4つのパターン 松林 薫 慶應義塾大学出版会 2018.2

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

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//Y24 何を書けばいいかわからない人のためのうまくはやく書ける文章術 : how to write sentences
quickly and well 山口 拓朗 日本実業出版社 2016.4

816//Y31 大学一年生の文章作法 山本 幸司 岩波書店 2014.12

816.5//O24 レポート・論文の教科書 : 5日で学べて一生使える! 小川仁志 筑摩書房 2018.11

　プレゼンテーション

007.63//F67 よくわかるMicrosoft PowerPoint 2013 富士通エフ・オー・エム FOM出版 2013.5-
2013.9

007.63//F67 よくわかるMicrosoft PowerPoint 2013 富士通エフ・オー・エム FOM出版 2013.5-
2013.9

007.63//G43 今すぐ使えるかんたんPowerPoint 2016 技術評論社編集部 技術評論社 2015.11

007.63//I53 PowerPoint2013基本技 稲村 暢子 技術評論社 2013.8

007.63//Ka94 すぐわかるPowerPoint2013 : Windows 8/7対応 川上 恭子 アスキー・メディアワークス 2013.1

336.4//Y34 「プレゼン」力 : 未来を変える「伝える」技術 山中 伸弥 講談社 2016.9

336.49//G17 スティーブ・ジョブズ驚異のプレゼン : 人々を惹きつける18の法則 Gallo Carmine 日経BP社 2010.7

336.49//Ki38 スティーブ・ジョブズのプレゼン技術を学ぶ本 キム キョンテ こう書房 2011.4

336.49//Ko27 「プレゼンテーション」に強くなる本 : 論理の組み立て方から効果的アピール術まで 木幡 健一 PHP研究所 2002.4

336.49//N39 大学生からのプレゼンテーション入門 : ワークシート課題付 中野 美香 ナカニシヤ出版 2012.5

336.49//R29 裸のプレゼンター : 「自然さ」とインパクトのあるプレゼンのための心得 Reynolds Garr ピアソン桐原 2011.7

336.49//Sa85 わかる!伝わる!プレゼン力 : レポート発表も採用面接も怖くない 佐藤 佳弘 武蔵野大学出版会 2010.9

361.4//Ts54 学生のためのプレゼン上達の方法 : トレーニングとビジュアル化 塚本 真也 朝倉書店 2012.9

361.454//Sa75 伝え方が9割 佐々木 圭一 ダイヤモンド社 2013.2-
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361.454//Sa75//2 伝え方が9割 佐々木 圭一 ダイヤモンド社 2013.2-

407//N87 ぜったい成功する!はじめての学会発表 : たしかな研究成果をわかりやすく伝えるために 西澤 幹雄 化学同人 2017.4

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

　著作権

021.2//F67 よくわかるインターネットのおとし穴転ばぬ先の著作権 富士通オフィス機器 FOM出版 2006.1

021.2//I76 ビジュアルデザイン発注時に知っておきたい!著作権のキホン : トラブルを未然に防ぐ対策Q&A 石川 正樹 第一法規 2018.3

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//Mi77 これだけは知っておきたい「著作権」の基本と常識 : アウトとセーフの境界線を理解しよう! :
basics of copyright 宮本 督 フォレスト出版 2017.8

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 (CRIC) 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

021.2//Y77 著作権がよ?くわかる本 : ポケット図解 : 事例満載!わかりやすい入門書 横溝 昇 秀和システム 2016.3

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//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

　学習法

002//Sa25 おとな「学問のすすめ」 斉藤 孝 筑摩書房 2011.12

376.8//O81 東大合格生のノートはかならず美しい 太田 あや 文藝春秋 2008.9

377.15//C43 学びのティップス : 大学で鍛える思考法 近田 政博 玉川大学出版部 2009.11

377.15//I56 思考を鍛える大学の学び入門 : 論理的な考え方・書き方からキャリアデザインまで 井下 千以子 慶應義塾大学出版会 2017.4

377.15//Ko26 18歳からの「大人の学び」基礎講座 : 学ぶ, 書く, リサーチする, 生きる 向後 千春 北大路書房 2016.1
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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//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 山形大学出版会 2010.1

377.28//O38 世界を変える思考力を養うオックスフォードの教え方 岡田 昭人 朝日新聞出版 2014.7

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

377.9//N77 学就Book (がくしゅうブック) : 大学1、2年生の間にやっておきたいこと 日経HR 日経HR 2013.9

377.9//Ta84 先生は教えてくれない大学のトリセツ 田中 研之輔 筑摩書房 2017.4

377.9//W12 頭のいい大学四年間の生き方 和田 秀樹 中経出版 2007.4

379.7//O29 応援します、あなたの旅立ち : 大平流「独学」のすすめ 大平 光代 講談社 2002.2

379.7//Sh29 ネットで学ぶ世界の大学MOOC入門 重田 勝介 実業之日本社 2014.8

379.7//Y51 東大教授が教える独学勉強法 柳川 範之 草思社 2014.7

379.9//O81 子どもはなぜ勉強しなくちゃいけないの? おおた としまさ 日経BP社 2013.6

城西大学水田記念図書館
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