学情センター２Ｆ企画展示
展示期間：2011.11.14～11.30
【全般】
書名

配置場所

請求記号

学生・院生のための研究ハンドブック / 田代菊雄編著. -- 第4版. -- 大学教育出版, 2004.9.

3F開架新体系 002.7//TA93//9690

メディアの卒論 : テーマ・方法・実際 / 藤田真文編著. -- ミネルヴァ書房, 2011.7.

4F開架新体系 361.453//F67//4350

スタディ・スキル入門 : 大学でしっかりと学ぶために / 天野明弘, 太田勲, 野津隆志編. -- 有斐閣,
2008.5. -- (有斐閣ブックス ; [688]).

4F開架新体系 377.15//A43//6703

大学生のための成功する勉強法 : タイムマネジメントから論文作成まで / ROB BARNES [著] ; 畠山
4F開架新体系 377.15//B23//7861
雄二, 秋田カオリ訳. -- 丸善, 2008.6.
学びのティップス : 大学で鍛える思考法 / 近田政博著. -- 玉川大学出版部, 2009.11. -- (高等教
育シリーズ ; 148).

4F開架新体系 377.15//C43//6038

ゼミで学ぶスタディスキル / 南田勝也, 矢田部圭介, 山下玲子著. -- 北樹出版, 2011.4.

4F開架新体系 377.15//MI37//1620

大学生の学び・入門 : 大学での勉強は役に立つ! / 溝上慎一著. -- 有斐閣, 2006.3. -- (有斐閣ア
4F開架新体系 377.15//MI93//9677
ルマ ; Interest).
大学生の学習テクニック / 森靖雄著. -- 新版. -- 大月書店, 2007.11.

4F開架新体系 377.15//MO45//7878

大学生の勉強マニュアル : フクロウ大学へようこそ / 中島祥好, 上田和夫著. -- ナカニシヤ出版,
2006.3.

4F開架新体系 377.15//N34//6461

アカデミック・スキルズ : 大学生のための知的技法入門 / 佐藤望編著 ; 湯川武, 横山千晶, 近藤明
彦著. -- 慶應義塾大学出版会, 2006.10.

4F開架新体系 377.15//SA85//0603

大学生学びのハンドブック : 勉強法がよくわかる! / 世界思想社編集部編. -- 世界思想社, 2008.11. 4F開架新体系 377.15//SE22//2484
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編. -改訂版. -- 専修大学出版局, 2009.4.

4F開架新体系 377.15//SE73//8811

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, 林創著. -- ミネルヴァ
4F開架新体系 377.15//Y19//5484
書房, 2011.8.
大学生入門 / 高橋三郎, 新田光子著. -- 3訂版. -- 世界思想社, 2009.3.

4F開架新体系 377.9//TA33//3015

スタディスキルズ : 卒研・卒論から博士論文まで,研究生活サバイバルガイド / Kathryn L.Allen [編] ;
3F開架新体系 407//A41//4830
伊藤俊洋監訳 ; 伊藤佑子, 黒澤麻美, 吉田朱美訳. -- 丸善, 2005.12.
科学を志す人びとへ : 不正を起こさないために / 科学倫理検討委員会編. -- 化学同人, 2007.10.

3F開架新体系 407//KA16//4065

【情報を集める】
社会人・学生のための情報検索入門 / 味岡美豊子著. -- ひつじ書房, 2009.5.

3F開架新体系 007.58//A27//3978

理・工・医・薬系学生のための学術情報探索マニュアル : 電子ジャーナルから特許・会議録まで / 学
3F開架新体系 007.58//G16//1132
術情報探索マニュアル編集委員会編. -- 丸善, 2006.5.
インターネットで文献探索 / 伊藤民雄, 実践女子大学図書館著. -- 2007年版, 2010年版. -- 日本
図書館協会, 2007.5-. -- (JLA図書館実践シリーズ ; 7).

3F開架新体系 007.58//I89//3542

情報検索入門ハンドブック : データベース、Web、図書館の利用法 / 松本勝久著. -- 勉誠出版,
2008.9.

3F開架新体系 007.58//MA81//3303

オンライン情報の学術利用 : 文献探索入門 : 論文・レポートの手引に! / 西岡達裕著. -- 日本エディ
3F開架新体系 007.58//N86//6701
タースクール出版部, 2008.5.
チャート式情報アクセスガイド / 大串夏身著. -- 青弓社, 2006.11.

3F開架新体系 007.58//O26//4612

文科系学生の情報術 / 大串夏身著. -- 青弓社, 2004.10.

3F開架新体系 007.58//O26//1706

調べる力 : いまどきネットだけじゃ、隣と同じ! / 関沢英彦著. -- アスカ・エフ・プロダクツ.

3F開架新体系 007.58//SE44//4744

図書館のプロが教える「調べるコツ」 : 誰でも使えるレファレンス・サービス事例集 / 浅野高史, かなが
3F開架新体系 015.2//A87//5347
わレファレンス探検隊著. -- 柏書房, 2006.9.
図書館で使える情報源と情報サービス / 木本幸子著. -- 日外アソシエーツ, 2010.9.

3F開架新体系 015.2//KI37//5912

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 / 毛利和弘著. -- 第4版. -- 毛
利和弘.

3F開架新体系 015.2//MO45//6510

書名

配置場所

請求記号

知る技術! / 長場紘著. -- 北星堂書店, 2009.4.

3F開架新体系 015.2//N13//8060

図書館のプロが伝える調査のツボ / 高田高史編著. -- 柏書房, 2009.7.

3F開架新体系 015.2//TA55//1375

図書館で調べる / 高田高史著. -- 筑摩書房, 2011.6. -- (ちくまプリマー新書 ; 160).

4F新書版

015.2//TA55//3296

大学図書館がゼロからわかる本 : 学生のための図書館活用法 / 大野友和編. -- 日本図書館協会,
3F開架新体系 017.7//O67//8756
2005.4.
ウェブによる情報収集 / 荻野綱男, 田野村忠温編. -- 明治書院, 2011.4. -- (講座ITと日本語研究 ;
3F開架新体系 810.7//KO98//2236
7).

【論文を書く・発表する】
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, 河野哲也著. -- 玉川大学出版
3F開架新体系 002.7//MA81//1821
部, 2007.3.
研究発表の方法 : 留学生と日本人学生のためのレポート作成・口頭発表の準備の手引き / 斉山弥
生, 沖田弓子著. -- 第4版. -- 産能短期大学.

3F開架新体系 002.7//SA25//6717

これから学会発表する若者のために : ポスターと口頭のプレゼン技術 / 酒井聡樹著. -- 共立出版,
3F開架新体系 002.7//SA29//2665
2008.11.
レポート作成のためのコンピュータリテラシー / 椎原正次著. -- 改訂版. -- ムイスリ出版, 2008.3.

3F開架新体系 007.6//SH32//2533

学生・研究者のための使える!PowerPointスライドデザイン : 伝わるプレゼン1つの原理と3つの技術 /
3F開架新体系 007.63//MI79//1947
宮野公樹著. -- 化学同人, 2009.4.
大学生と著作権 / 神谷信行著. -- ナカニシヤ出版, 2006.7.

3F開架新体系 021.2//KA39//2731

卒論作成マニュアル : よりよい地理学論文作成のために / 正井泰夫, 小池一之編. -- 古今書院,
1994.10.

3F開架新体系 290.7//MA61//8662

社会科学系のための「優秀論文」作成術 : プロの学術論文から卒論まで / 川崎剛著. -- 勁草書房,
4F開架新体系 307//KA97//0202
2010.4.
理系のための口頭発表術 : 聴衆を魅了する20の原則 / ロバート・R・H・アンホルト著 ; 鈴木炎, イイイ
4F新書版
ン・サンディ・リー訳. -- 講談社, 2008.1. -- (ブルーバックス ; B-1584).

407//A49//0831

まずはココから!科学論文の基礎知識 / Vernon Booth[著] ; 畠山雄二, 谷川正弘訳. -- 丸善,
2008.2.

3F開架新体系 407//B64//0569

完璧!と言われる科学論文の書き方 : 筋道の通った読みやすい文章作成のコツ / John Kirkman著 ;
畠山雄二, 秋田カオリ訳. -- 丸善, 2007.4.

3F開架新体系 407//KI54//2871

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 / 小山透著. -- 慶應義
3F開架新体系 407//KO97//1894
塾大学出版会, 2011.4.
理系のためのレポート・論文完全ナビ / 見延庄士郎著. -- 講談社, 2008.1.

3F開架新体系 407//MI45//1024

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 / 中田亨著. -- 講談社,
2010.1. -- (ブルーバックス ; B1666).

4F新書版

サイエンス・ライティング練習帳 / 落合洋文著. -- ナカニシヤ出版, 2010.8.

3F開架新体系 407//O15//5919

卒論・修論を書き上げるための理系作文の六法全書 / 斎藤恭一著 ; 中村鈴子絵. -- みみずく舎.

3F開架新体系 407//SA25//5793

理系のための上手な発表術 / 諏訪邦夫著. -- 講談社, 2005.4.

3F開架新体系 407//SU87//7000

よくわかる卒論・修論のための統計処理の選び方 / 鍵和田京子, 石村貞夫著. -- 東京図書,
2001.11.

3F開架新体系 417//KA18//7360

研究者・学生のためのテクニカルライティング : 事実と技術のつたえ方 / 野村港二編. -- みみずく
舎.

3F開架新体系 507.7//N95//3063

情報整理からはじめるテクニカル・ライティング / Thomas E.Pearsall, Kelli Cargile Cook [著] ; 都田
青子訳. -- 丸善, 2010.4.

3F開架新体系 507.7//P31//2206

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

3F開架新体系 816.5//F67//7403

論文・レポートの文章作成技法 : 論理の文章術 / 古郡廷治著. -- 日本エディタースクール出版部,
2006.3.

3F開架新体系 816.5//F92//7642

論文作成デザイン : テーマの発見から研究の構築へ / 細川英雄著. -- 東京図書, 2008.4.

3F開架新体系 816.5//H94//3669

407//N43//6975

プロセスで学ぶレポート・ライティング : アイデアから完成まで / 細川英雄, 舘岡洋子, 小林ミナ編著.
3F開架新体系 816.5//H94//4329
-- 朝倉書店, 2011.6. -- (日本語ライブラリー).
大学生の論文執筆法 / 石原千秋著. -- 筑摩書房, 2006.6. -- (ちくま新書 ; 600).

4F新書版

816.5//I74//1717

書名

配置場所

請求記号

ゼロからわかる大学生のためのレポート・論文の書き方 / 石井一成著. -- ナツメ社, 2011.5.

3F開架新体系 816.5//I75//5742

論文&レポートの書き方 / 泉忠司著. -- 青春出版社, 2009.7.

3F開架新体系 816.5//I99//0458

チャートで組み立てるレポート作成法 / 加納寛子著. -- 丸善, 2010.4.

3F開架新体系 816.5//KA58//1556

卒業論文の手引 / 慶應義塾大学通信教育部編. -- : 新装版. -- 新版. -- 慶應義塾大学出版会,
2003.6.

3F開架新体系 816.5//KE26//8525

大学生のための論理的に書き、プレゼンする技術 / 菊田千春, 北林利治著. -- 東洋経済新報社,
2006.3.

3F開架新体系 816.5//KI29//9246

知的文章とプレゼンテーション : 日本語の場合、英語の場合 / 黒木登志夫著. -- 中央公論新社,
2011.4. -- (中公新書 ; 2109).

4F新書版

レポート・卒論のテーマの決め方 / 三井宏隆著. -- 慶應義塾大学出版会, 2004.5.

3F開架新体系 816.5//MI64//3799

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」 / 宮田昇著. -- 新訂2版. -- 東海
大学出版会, 2008.2.

4F新書版

評価される博士・修士・卒業論文の書き方・考え方 / 新堀聰著. -- 同文舘出版, 2002.6.

3F開架新体系 816.5//N71//7483

816.5//KU75//5101

816.5//MI84//2326

留学生のための論理的な文章の書き方 / 二通信子, 佐藤不二子著. -- 改訂版. -- スリーエーネット
3F開架新体系 816.5//N88//9200
ワーク, 2003.1.
論文の書き方 : わかりやすい文章のために / 小笠原喜康著. -- ダイヤモンド社, 2007.7.

3F開架新体系 816.5//O22//9714

大学生のためのレポート・論文術 / 小笠原喜康著. -- 新版. -- 講談社, 2009.11. -- (講談社現代
新書 ; 2021).

4F新書版

論理性を鍛えるレポートの書き方 / 酒井浩二著. -- ナカニシヤ出版, 2009.10.

3F開架新体系 816.5//SA29//7255

これから論文を書く若者のために / 酒井聡樹著. -- 大改訂増補版. -- 共立出版, 2006.4.

3F開架新体系 816.5//SA29//9470

これからレポート・卒論を書く若者のために / 酒井聡樹著. -- 共立出版, 2007.5.

3F開架新体系 816.5//SA29//3321

816.5//O22//5829

Wordを使った大学生のための論文作成術 : 思考技術・情報処理技術を書く力へ / 佐良木昌著. -3F開架新体系 816.5//SA69//1387
明石書店, 2004.10.
よくわかる卒論の書き方 / 白井利明, 高橋一郎著. -- ミネルヴァ書房, 2008.5. -- (やわらかアカデミ
3F開架新体系 816.5//SH81//5674
ズム・「わかる」シリーズ).
大学生のための「論文」執筆の手引 : 卒論・レポート・演習発表の乗り切り方 / 高崎みどり編著. -- 秀
3F開架新体系 816.5//TA52//7986
和システム, 2010.2.
アピールできるレポート/論文はこう書く! : 書く見せる報告する : レポートから学術論文まで : すべて
3F開架新体系 816.5//TA71//9375
のコツが1冊でわかる! / 滝川好夫著. -- 税務経理協会, 2004.10.
はじめての論文作成術 : 問うことは生きること / 宅間紘一著. -- 3訂版. -- 日中出版, 2008.5.

3F開架新体系 816.5//TA74//5590

卒論を書こう : テーマ探しからスタイルまで / 栩木伸明著. -- 第2版. -- 三修社, 2006.9.

3F開架新体系 816.5//TO15//1101

論文の教室 : レポートから卒論まで / 戸田山和久著. -- 日本放送出版協会, 2002.11. -- (NHKブッ
3F開架新体系 816.5//TO17//1246
クス ; 954).
卒論・ゼミ論の書き方 / 早稲田大学出版部編. -- 第2版. -- 早稲田大学出版部, 2002.5.

3F開架新体系 816.5//W41//9526

大学生と大学院生のためのレポート・論文の書き方 / 吉田健正著. -- 第2版. -- ナカニシヤ出版,
2004.4.

3F開架新体系 816.5//Y86//9711

【英語】
社会科学系のための英語研究論文の書き方 : 執筆から発表・投稿までの基礎知識 / 石井クンツ昌
子著. -- ミネルヴァ書房, 2010.2.

4F開架新体系 307//I75//7985

世界に通じる科学英語論文の書き方 : 執筆・投稿・査読・発表 / R・A・デイ, B・ガステル著 ; 美宅成
3F開架新体系 407//D48//7415
樹訳. -- 丸善, 2010.1.
一流ジャーナルから学ぶ科学英語論文の書き方 / 平田光男著. -- 化学同人, 2010.8.

3F開架新体系 407//H68//5152

英語科学論文の書き方と国際会議でのプレゼン / 廣岡慶彦著. -- 研究社, 2009.9.

3F開架新体系 407//H71//5740

科学技術英語論文の徹底添削 : ライティングレベルに対応した添削指導 / 絹川麻理, 塚本真也共
著. -- コロナ社, 2010.3.

3F開架新体系 407//KI48//8857

成功する科学論文 / Janice R. Matthews, Robert W. Matthews [著] ; 畠山雄二, 秋田カオリ訳. -構成・プレゼン編, ライティング・投稿編. -- 丸善, 2009.5-.

3F開架新体系 407//MA94//6534

書名

配置場所

請求記号

ポイントで学ぶ科学英語の効果的な書き方 / 小野義正著. -- 丸善, 2008.7.

3F開架新体系 407//O67//9160

科学英語論文の赤ペン添削講座 : はじめてでも書ける! : 実例で身に付く! : アクセプトされる論文を
3F開架新体系 407//Y24//4643
書くコツと鉄則 / 山口雄輝著. -- 羊土社, 2005.3.
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伝わる英語の公式 / 河田聡著. -- アド
3F開架新体系 816.5//KA98//3150
スリー.
英語論文の書式と使える表現集 / 杉野俊子, 伊藤文彦著. -- ナツメ社, 2008.6.

3F開架新体系 836.5//SU42//6737

【各専門分野】
心理学論文の書き方 : 卒業論文や修士論文を書くために / 松井豊著. -- 河出書房新社, 2006.9.

3F開架新体系 140.7//MA77//6061

学術論文の読み方・まとめ方 : 心理学を学ぶ人のために / 三井宏隆著. -- 慶應義塾大学出版会,
2010.2.

3F開架新体系 140.7//MI64//8253

卒論・修論をはじめるための心理学理論ガイドブック / 夏堀睦, 加藤弘通編. -- ナカニシヤ出版,
2007.4.

3F開架新体系 140.7//N58//2123

心理学論文・書き方マニュアル / ラルフ・L・ロスノウ, ミミ・ロスノウ著 ; 加藤孝義, 和田裕一訳. -- 新
3F開架新体系 140.7//R72//3629
曜社, 2008.4.
心理学論文の書き方 : おいしい論文のレシピ / 都筑学著. -- 有斐閣, 2006.12. -- (有斐閣アルマ ;
3F開架新体系 140.7//TS99//9227
Basic).
心理学・社会科学研究のための調査系論文の読み方 / 浦上昌則, 脇田貴文著. -- 東京図書,
2008.7.

3F開架新体系 140.7//U82//2585

日本史論文の書きかた : レポートから卒業論文まで / 中尾尭, 村上直, 三上昭美編. -- 吉川弘文
館, 1992.6.

3F開架新体系 210.07//N41//4107

中国近現代史研究のスタンダード : 卒業論文を書く / 田中比呂志, 飯島渉編. -- 研文出版,
2005.4.

3F開架新体系 222.07//TA84//2956

政治学のリサーチ・メソッド / スティーヴン・ヴァン・エヴェラ著 ; 野口和彦, 渡辺紫乃訳. -- 勁草書
房, 2009.7.

4F開架新体系 311//V29//3482

リーガル・リサーチ / いしかわまりこ, 藤井康子, 村井のり子著 ; 指宿信 [ほか] 監修. -- 第3版. -日本評論社, 2008.3.

4F開架新体系 320.7//I76//2769

やさしい法律情報の調べ方・引用の仕方 / 小林成光 [ほか] 著. -- 文眞堂, 2010.4.

4F開架新体系 320.7//KO12//4556

リーガル・ライティング : 法律論文の書き方 / ユージン・ヴォロック著 ; 指宿信, 岩川直子訳. -- 日本
4F開架新体系 320.7//V88//7910
評論社, 2009.4.
経済論文の技法 : データが語る・データで語る / 小浜裕久著. -- 日本評論社, 2009.7.

4F開架新体系 330.7//KO27//0503

経済論文の作法 : 勉強の仕方・レポートの書き方 / 小浜裕久, 木村福成著. -- 第3版. -- 日本評論
4F開架新体系 330.7//KO27//3513
社, 2011.2.
経済論文の書き方 : 作成・プレゼン・評価 / ウィリアム・トムソン著 ; 清野一治訳. -- 東洋経済新報
社, 2006.5.

4F開架新体系 330.7//TH7//5914

経営・商学系大学院生のための論文作成ガイドブック / 片岡信之 [ほか] 共編著. -- 改訂版. -- 文
4F開架新体系 335.07//KA83//9618
眞堂, 2010.10.
福祉系学生のためのレポート&卒論の書き方 / 川村匡由, 川村岳人著. -- 改訂. -- 中央法規出版,
4F開架新体系 369.07//KA95//6557
2005.4.
志学数学 : 研究の諸段階～発表の工夫 / 伊原康隆著. -- シュプリンガー・フェアラーク東京,
2005.4. -- (シュプリンガー数学クラブ ; 16).

3F開架新体系 410.7//I25//5355

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, 大嶋孝志, 廣瀬敬治著. -- 化学同
3F開架新体系 430.7//I41//2992
人, 2010.1.
論文はデザインだ! / 渡邉研司編著. -- 彰国社, 2008.5. -- (建築文化シナジー).

3F開架新体系 520.7//W46//4666

建築系学生のための卒業論文の書き方 = The way of thesis / 山口廣, 笠井芳夫, 浅野平八著. -井上書院, 2008.4.

3F開架新体系 520.7//Y24//9478

農学・生命科学のための学術情報リテラシー / 斎藤忠夫編著 ; 阿部敬悦 [ほか] 著. -- 朝倉書店,
2011.9.

4F開架新体系 610.7//SA25//6155

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
3F開架新体系 816//N83//5443
歴書・エントリーシート、卒論まで / 西川真理子著. -- 化学同人, 2011.7.
卒業論文を書く : テーマ設定と史料の扱い方 / 歴史科学協議会編. -- 山川出版社, 1997.5.

3F開架新体系 816.5//R25//6686

レポート・卒論の攻略ガイドブック / 小野俊太郎著. -- : 英米文学編. -- 松柏社, 1999.11.

3F開架新体系 930.7//O67//2632

