大学の学び方、レポート・論文の書き方に関する図書リスト

学情センター図書展示2007.4

<<大学での学び方（アカデミック・スキル）に関する図書>>
請求記号

資料情報

資料ＩＤ

3F開架新体系
002//E29//9669
002//KE26//4835

経験科学における研究方略ガイドブック : 論理性と創造性のブラッシュアップ / 江川◆U739F◆成著.
11701296698
-- ナカニシヤ出版, 2002.10.
「教養」を考える : 現代を読みとくために / 慶應義塾大学教養研究センター編集. -- 慶應義塾大学教
11701448356
養研究センター, 2003.9.

002//KU61//5375

知の地平 : 大学におけるマルチリテラシーと応用倫理 / 栗原隆編. -- 東北大学出版会, 2003.3.

11701453752

002//KU61//9115

大学における共通知のありか / 栗原隆, 濱口哲編. -- 東北大学出版会, 2005.5.

11701691153

002//SE73//2119
140.7//C66//6633
407//A41//4830
407//N71//1129

学問はおもしろい : 「知の人生」へどう出発したか / 選書メチエ編集部編. -- 講談社, 2001.3. -- (講
談社選書メチエ ; 210).
心理学を学びたい人のための大学・大学院の歩き方 / 中央ゼミナール編. -- 第2版. -- 東京図書,
2001.10.
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] ;
伊藤俊洋監訳 ; 伊藤佑子, 黒澤麻美, 吉田朱美訳. -- 丸善, 2005.12.

11701121193
11701166339
11701748300

GUIDEBOOK研究の方法 / 日本科学者会議編. -- リベルタ出版, 2004.9.

11701611292

335.1//D83//5750

経営学部で学ぶために / 土居靖範, 小久保みどり, 近藤宏一編著. -- 文理閣, 2003.4.

11701357508

377.15//B35//7355

勉強のやり方がわかる。. -- 朝日新聞社, 2004.4. -- (AERA MOOK ; 98).

11701573559

377.15//G16//4550

知へのステップ : 大学生からのスタディ・スキルズ / 学習技術研究会編著. -- くろしお出版, 2002.4.

11701345503

4F開架新体系

377.15//MO45//1445 大学生の学習テクニック / 森靖雄著. -- 大月書店, 1995.2.

11700614453

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
11701865088
著. -- 慶応義塾大学出版会, 2006.10.
よくわかる学びの技法 / 田中共子編. -- ミネルヴァ書房, 2003.4. -- (やわらかアカデミズム・「わかる」
377.15//TA84//3726
11701437268
シリーズ).
377.15//SA85//6508

377.9//TA33//2516

大学生入門 / 高橋三郎, 新田光子著. -- 改訂版. -- 世界思想社, 2006.2.

11701825165

377.9//TA77//9530

大学生活ナビ / 玉川大学コア・FYE教育センター編. -- 玉川大学出版部, 2006.4.

11701795301

377.9//W12//3069

学びの一歩 : 大学の主人公になる / 和田寿博 [ほか] 編著. -- 新日本出版社, 2003.4.

11701430693

377//E78//3598

「大学」活用術 : これ一冊でわかる! / 江藤茂博, 鷲田小彌太著. -- 松柏社, 2005.4.

11701735984

4F新書版・4F文庫版
370.4//N25//4495

不勉強が身にしみる : 学力・思考力・社会力とは何か / 長山靖生著. -- 光文社, 2005.12. -- (光文社
11701744952
新書 ; 233).

377.9//I18//6667

大学で何をどう学ぶか / 飯田史彦著. -- PHP研究所, 2001.4. -- (PHP文庫).

11701566678

002//KO12//2270

新・知の技法 / 小林康夫, 船曳建夫編. -- 東京大学出版会, 1998.4.

11400822703

002//KO12//2637

知の技法 : 東京大学教養学部「基礎演習」テキスト / 小林康夫, 船曳建夫編. -- 東京大学出版会,
1994.4.

11400426372

370.4//SA86//6925

学ぶことを学ぶ / 里見実著. -- 太郎次郎社, 2001.11.

11401169252

370//N93//4109

「超」勉強法 / 野口悠紀雄著. -- [本編], 実践編. -- 講談社, 1995.12-1997.1.

17100141096

7F新体系

<<レポート・論文の書き方に関する図書>>
請求記号

資料情報

資料ＩＤ

3F開架新体系
002.7//MA81//1821 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. -- 玉川大学出版部,11701918218

1/4

請求記号

資料情報

資料ＩＤ

002.7//SE66//3808

研究のすすめ方 : テーマ設定から論文執筆・学会発表までの総合スキル / 日比野正己編 ; 千住秀
明, 江藤さおり著. -- 阪急コミュニケーションズ, 2003.9.

11701438084

002.7//TA93//4975

学生・院生のための研究ハンドブック / 田代菊雄編著. -- 第3版. -- 大学教育出版, 2001.5.

11701149756

007.58//G16//1132

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
術情報探索マニュアル編集委員会編. -- 丸善, 2006.5.

11701811322

007.58//O26//1706

文科系学生の情報術 / 大串夏身著. -- 青弓社, 2004.10.

11701617067

140.7//MA77//6061 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.
140.75//O24//4067
210//N71//4107

11701860618

卒論・修論のための心理学実験こうすればおもしろい / 小川嗣夫著. -- [1], 2. -- ブレーン出版,
11701540673
2004.3-.
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,
11790041070
1992.6.

222.07//TA84//2956 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. 11701729565
407//G96//6237

うまい!と言われる科学論文の書き方 : ジャーナルに受理される論文作成のコツ / Bj・rn Gustavii著 ;
畠山雄二訳. -- 丸善, 2005.3.

11701662378

407//H71//1435

理科系のためのはじめての英語論文の書き方 / 廣岡慶彦著. -- ジャパンタイムズ, 2001.3.

11701114354

407//H71//2983

理科系のための実戦英語プレゼンテーション / 廣岡慶彦著. -- 朝倉書店, 2002.4.

11701229830

407//H71//5910

理科系のための入門英語論文ライティング / 廣岡慶彦著. -- 朝倉書店, 2005.3.

11701659101

407//H71//7042

理科系のための入門英語プレゼンテーション / 廣岡慶彦著. -- 朝倉書店, 2003.4.

11701370428

407//KO79//6230

日本人研究者が間違えやすい英語科学論文の正しい書き方 : アクセプトされるための論文の執筆から
11701762301
投稿・採択までの大切な実践ポイント / Ann M. K・rner著 ; 瀬野悍二訳・編. -- 羊土社, 2005.9.

407//KU69//7065

理科系の日本語表現技法 / 栗山次郎編著. -- 朝倉書店, 1999.4.

11700870659

407//MO45//7186

「考える」科学文章の書き方 / Marilyn F.Moriarty著 ; 長野敬訳. -- 朝倉書店, 2000.10.

11701071869

407//SU87//7000

理系のための上手な発表術 / 諏訪邦夫著. -- 講談社, 2005.4.

11701670009

407//TA36//2619

理科系の論文作法 / 高木隆司著. -- 丸善, 2003.8.

11701426196

407//TA84//5305
407//W37//5260
407//W75//5278

手ぎわよい科学論文の仕上げ方 : (付)初心者べからず集 / 田中潔著. -- 第2版. -- 共立出版,
11700353052
1994.1.
アカデミック・プレゼンテーション / D. E. ウォルターズ, G. C. ウォルターズ著 ; 小林ひろみ, 小林めぐ
11701552603
み訳. -- 朝倉書店, 2003.11.
研究者のための上手なサイエンス・コミュニケーション / A. ウィルソン [ほか] 著 : 畠山雄二, 秋田カオ
11701852789
リ訳. -- 東京図書, 2006.9.

670.91//SH66//2887 コミュニケーション技術 : 実用的文章の書き方 / 篠田義明著. -- 中央公論社, 1986.6. -- (中公新書 ; 11790028879
810.7//H42//7358
816.5//F92//7642
816.5//H27//0520
816.5//I31//3121
816.5//I88//9269
816.5//KI29//3653
816.5//KI46//7761

自己表現の技法 : 文章表現・コミュニケーション・プレゼンテーション / 畑山浩昭 [ほか] 著. -- 実教出
版, 2004.1. -- (専門基礎ライブラリー).
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.
論文の書き方マニュアル : ステップ式リサーチ戦略のすすめ / 花井等, 若松篤著. -- 有斐閣,
1997.12. -- (有斐閣アルマ ; Advanced).
大学で教える小論文の書き方 : みるみる文章力がアップする! / 猪狩誠也, 杉本忠明編. -- オーエス
出版, 2003.4.
創造的論文の書き方 / 伊丹敬之著. -- 有斐閣, 2001.12.

11701473586
11701776426
11700705202
11701431212
11701192699

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,
11701836535
2006.3.
「名文」に学ぶ表現作法 / 木下長宏著. -- 明石書店, 2005.4. -- (大学生のためのレポート・小論文の
11701677616
書きかた / 木下長宏著 ; 続).

816.5//KO76//3411 レポート・論文の書き方入門 / 河野哲也著. -- 第3版. -- 慶應義塾大学出版会, 2002.12.

11701334119

816.5//MA26//1580 見てわかる小論文短時間攻略法 / 前田進著. -- 新版. -- 法学書院, [2002.9].

11701415801

816.5//MI64//3799

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.

11701637990

816.5//N71//7483

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.

11701374834

816.5//O67//2023

論理的な作文・小論文を書く方法 : ナルホドと読み手を納得させる / 小野田博一著. -- 日本実業出
版社, 2001.1.

11701120237

816.5//O81//4651

卒業論文作成の手引き / 太田恵造著. -- アグネ技術センター. -- (アグネ叢書 ; 11).

11700646513

816.5//R25//2075

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.

11700620757

816.5//SA25//7825

学術論文の技法 / 斉藤孝, 西岡達裕著. -- 新訂版. -- 日本エディタースクール出版部, 2005.5.

11701678259

816.5//SA29//9470

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.

11701794700

2/4

請求記号
816.5//SA45//1701
816.5//SA47//5459
816.5//SA69//1387
816.5//TA71//9375

資料情報

資料ＩＤ

文章の新教室 / 佐久間保明著. -- 武蔵野美術大学出版局, 2006.4.

11701817014

レポート・論文の書き方上級 / 櫻井雅夫著. -- 改訂版. -- 慶應義塾大学出版会, 2003.10.

11701454594

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. -11701613876
明石書店, 2004.10.
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 : すべての
11701593755
コツが1冊でわかる! / 滝川好夫著. -- 税務経理協会, 2004.10.

816.5//TA81//2391

文章作法入門 / 為田英一郎, 吉田健正著. -- ナカニシヤ出版, 2004.2.

11701523919

816.5//TO15//6735

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.

11701867357

816.5//TO17//8031

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ブック
11701380310
ス ; 954).

816.5//W41//9526
816.5//W42//1280
816.5//Y86//9711
816//H47//7557
816//H47//7558

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.
論文・レポートはどう書くか : テーマの決め方から文章上手になるコツまで / 鷲田小彌太, 廣瀬誠著. - 日本実業出版社, 1994.1.
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.
大学生のための文章表現入門 : 正しく構成し、明快に伝える手順と技術 / 速水博司著. -- [正編]. -蒼丘書林, 2002.12-.
大学生のための文章表現入門 : 正しく構成し、明快に伝える手順と技術 / 速水博司著. -- 演習編. - 蒼丘書林, 2002.12-.

11701395268
11790312802
11701597111
11701475573
11701475581

816//SA25//4752

原稿用紙10枚を書く力 / 齋藤孝著. -- 大和書房, 2004.10.

11701647528

816//SA83//2503

文章を書く技術 / 佐竹秀雄著. -- ベレ出版, 2006.2. -- (日本語を知る・磨く).

11701825033

836.5//KA37//9101

英語論文・レポートの書き方 / 上村妙子, 大井恭子著. -- 研究社, 2004.2.

11701591015

930.7//O67//2632

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.

11700926329

4F開架新体系
330.7//KO27//2879
330.7//TH7//5914

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. -- 増補版. -- 日本評論
11700728790
社, 1998.2.
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,
11701859149
2006.5.

335.07//KA83//3325 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. -- 文眞堂, 2004.8. 11701633254

4F新書版・4F文庫版
002.7//MI86//1921
007.5//F97//8433
336.1//Y31//4835
336.4//Y24//5380
407//KI46//4385
407//TA16//0252
407//TO33//4839
816.5//E73//4815

自分で調べる技術 : 市民のための調査入門 / 宮内泰介著. -- 岩波書店, 2004.7. -- (岩波アクティブ
11701619212
新書 ; 117).
書くためのデジタル技法 / 二木麻里, 中山元著. -- 筑摩書房, 2001.11. -- (ちくま新書 ; 320).

11701184332

グラフの表現術 : レポート・プレゼンに強くなる / 山本義郎著. -- 講談社, 2005.2. -- (講談社現代新
11701648351
書 ; 1773).
プレゼンテーションの進め方 / 山口弘明 [著]. -- 3版. -- 日本経済新聞社, 2001.9. -- (日経文庫 ;
11701153808
841).
理科系の作文技術 / 木下是雄著. -- 中央公論社, 1981.9. -- (中公新書 ; 624).

11701543859

理系のためのMacで始める研究生活 : レポート作成から学会発表まで / 多田眞作著. -- 講談社,
11701602523
2004.9. -- (ブルーバックス ; B-1454).
理系のためのインターネット検索術 : ホンモノ情報を素早くみつける / 時実象一著. -- 講談社,
11701648393
2005.2. -- (ブルーバックス ; B-1467).
レポートの作り方 : 情報収集からプレゼンテーションまで / 江下雅之著. -- 中央公論新社, 2003.10. 11701448158
- (中公新書 ; 1718).

816.5//F92//6421

論文・レポートのまとめ方 / 古郡廷治著. -- 筑摩書房, 1997.8. -- (ちくま新書 ; 122).

11700664219

816.5//H56//1525

やさしい文章術 : レポート・論文の書き方 / 樋口裕一著. -- 中央公論新社, 2002.12. -- (中公新書ラ
11701315258
クレ ; 73).

816.5//I56//3658

小論文の書き方 / 猪瀬直樹著. -- 文藝春秋, 2001.4. -- (文春新書 ; 165).

11701136589

816.5//I74//1717

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).

11701817170

816.5//KA39//1795

思考を鍛える論文入門 / 神山睦美著. -- 筑摩書房, 2004.11. -- (ちくま新書 ; 504).

11701617950

816.5//N81//1097

「考える」ための小論文 / 西研, 森下育彦著. -- 筑摩書房, 1997.5. -- (ちくま新書 ; 110).

11700610972

816.5//O22//2103

インターネット完全活用編大学生のためのレポート・論文術 / 小笠原喜康著. -- 講談社, 2003.8. -(講談社現代新書 ; 1677).

11701421031

816.5//O22//3297

大学生のためのレポート・論文術 / 小笠原喜康著. -- 講談社, 2002.4. -- (講談社現代新書 ; 1603). 11701232974

3/4

請求記号
816//F66//5820

資料情報

資料ＩＤ

「分かりやすい文章」の技術 : 読み手を説得する18のテクニック / 藤沢晃治著. -- 講談社, 2004.5. -11701558204
(ブルーバックス ; B-1443).

816//MI24//5063

理系発想の文章術 / 三木光範著. -- 講談社, 2002.7. -- (講談社現代新書 ; 1616).

816//N93//0096

「超」文章法 : 伝えたいことをどう書くか / 野口悠紀雄著. -- 中央公論新社, 2002.10. -- (中公新書 ;
11701300961
1662).

11701250638

816//SH49//1281

大人のための文章教室 / 清水義範著. -- 講談社, 2004.10. -- (講談社現代新書 ; 1738).

11701612811

816.5//KI46//8037

レポートの組み立て方 / 木下是雄著. -- 筑摩書房, 1994.2. -- (ちくま学芸文庫).

11701680370

816//N37//3202

文章作法入門 / 中村明著. -- 筑摩書房, 2002.5. -- (ちくま学芸文庫 ; [ナ-1-4]).

11701232024

816//U64//0617

文章表現四〇〇字からのレッスン / 梅田卓夫著. -- 筑摩書房, 2001.2. -- (ちくま学芸文庫).

11701106178

007.58//F67//0494

情報整理・検索に活かすインデックスのテクニック / 藤田節子著. -- 共立出版, 2001.11.

12190004940

015//I57//2786

図書館に訊け! / 井上真琴著. -- 筑摩書房, 2004.8. -- (ちくま新書 ; 486).

12100027866

816.5//Y46//5444

ぎりぎり合格への論文マニュアル / 山内志朗著. -- 平凡社, 2001.9. -- (平凡社新書 ; 103).

17100254444

L007.58//J54//2476

インターネットで文献探索 / 伊藤民雄著 ; 実践女子大学図書館編集. -- 2004年版. -- 日本図書館
協会, 2004.

12100024764

7F新体系

5F AV展示架
DV//579//1
DV//579//2
DV//579//3

図書館へ行こう! [映像資料] : インターネット時代の情報活用入門. -- 紀伊國屋書店, c2007. -(Library video series . 情報の達人 ; 第1巻). v.
ゼミ発表をしよう! [映像資料] : テーマ選びからプレゼンテーションまで. -- 紀伊國屋書店, c2007. -(Library video series . 情報の達人 ; 第2巻). v.
レポート・論文を書こう! [映像資料] : 誰にでも書ける10のステップ. -- 紀伊國屋書店, c2007. -(Library video series . 情報の達人 ; 第3巻). v.
学術情報総合センター 情報サービス部門

31700150233
31700150241
31700150258

http://libser.media.osaka-cu.ac.jp/
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