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タイトル シリーズ 著者 出版者 出版年月日等 請求記号

はじめて「質的研究」を「書く」あなたへ : 研
究計画から論文作成まで 太田裕子 著 東京図書 2019.9 EC37-M10

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 第8版 毛利和弘 著 毛利和弘 2019.3 UL735-M1

中高生からの論文入門 講談社現代新書 ; 2511 小笠原喜康, 片岡
則夫 著 講談社 2019.1 Y5-N19-M49

よくわかる学びの技法 第3版 やわらかアカデミズム・
〈わかる〉シリーズ 田中共子 編 ミネルヴァ書房 2019.1 UA21-M4

情報生産者になる ちくま新書 ; 1352 上野千鶴子 著 筑摩書房 2018.9 UA21-L277
レポート・論文の書き方入門 第4版 河野哲也 著 慶應義塾大学出版会 2018.7 UC813-L65
大学生のためのレポート・論文術 最新版 講談社現代新書 ; 2498 小笠原喜康 著 講談社 2018.1 UC813-L68

都立中央図書館で学ぶ!はじめてのレポート・論
文作成ガイド 第3版

東京都立中央図
書館学校支援担
当 編

東京都立中央図書館
管理部企画経営課 2018.1 Y5-N19-M396

大学生のための伝わる情報発信術 : レポート作
成からプレゼンまで : 岡山大学版教科書

岡山大学附属図
書館教育・研究
支援ワーキング
グループ 編

岡山大学出版会 2017.8 UC813-L58

これからレポート・卒論を書く若者のために 第
2版 酒井聡樹 著 共立出版 2017.7 UC813-L52

アカデミック・ライティングの基礎 : 資料を活
用して論理的な文章を書く

西川真理子, 橋本
信子, 山下香, 石
黒太, 藤田里実
著

晃洋書房 2017.4 UC813-L51

できる研究者の論文作成メソッド : 書き上げる
ための実践ポイント

ポール・J・シル
ヴィア 著 , 高橋
さきの 訳

講談社 2016.12 UC813-L47

大学1年生からの研究の始めかた 西山敏樹 著 慶應義塾大学出版会 2016.9 UA21-L161

プロジェクトとしての論文執筆 : 修士論文・博
士論文の執筆計画

大迫正弘, 砂原美
佳, 關谷武司 著 関西学院大学出版会 2016.2 UC813-L43

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

ポール・J・シル
ヴィア 著 , 高橋
さきの 訳

講談社 2015.4 UC813-L29

論文の書き方 : 言語表現の技法 第5版 深津睦夫 著 皇學館大学出版部 2015.4 KG11-L20
研究計画書デザイン : 大学院入試から修士論文
完成まで 増補改訂 細川英雄 著 東京図書 2015.1 FD4-L287

日産で学んだ世界で活躍するためのデータ分析
の教科書 : 誰が見てもわかる「データ」で、筋
の通った「ストーリー」を作る

柏木吉基 著 日経BP社 2015.1 DH215-L346

大学一年生の文章作法 岩波テキストブックスα 山本幸司 著 岩波書店 2014.12 KF151-L59
論文ゼミナール = THE ART OF THE 
DISSERTATION 佐々木健一 著 東京大学出版会 2014.8 UC813-L20

ピアで学ぶ大学生の日本語表現 = Writing 
academic Japanese through peer response : 
プロセス重視のレポート作成 第2版

大島弥生, 池田玲
子, 大場理恵子, 
加納なおみ, 高橋
淑郎, 岩田夏穂
著

ひつじ書房 2014.7 UC813-L21

Good Writingへのパスポート : 読み手と構成を
意識した日本語ライティング

田中真理, 阿部新
著 くろしお出版 2014.6 UC813-L17

はじめよう、ロジカル・ライティング = The 
Gateway to Logical Writing

名古屋大学教育
学部附属中学
校・高等学校国
語科 著

ひつじ書房 2014.5 Y8-N14-L782

卒業論文・修士論文作成の要点整理実践マニュ
アル 滝川好夫 著 税務経理協会 2014.3 UC813-L15

資料検索入門 : レポート・論文を書くために アカデミック・スキルズ
市古みどり 編著 , 
上岡真紀子, 保坂
睦 著

慶應義塾大学出版会 2014.1 UL41-L5

はじめての論文 : 語用論的な視点で調査・研究
する 田中典子 著 春風社 2013.4 KE29-L8

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, 因京子, 
仁科喜久子 著 大阪大学出版会 2013.3 UC813-L6
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タイトル シリーズ 著者 出版者 出版年月日等 請求記号

レポートの書き方 : 旅する大学生のガイドブッ
ク version 2013 改訂

福岡県立大学教
養演習テキスト
学生編集委員会
編

福岡県立大学教養演
習テキスト出版会 2013.3 UC813-L8

シカゴ・スタイル研究論文執筆マニュアル

ケイト・L・トゥ
ラビアン 著 , 
ウェイン・C・
ブース, グレゴ
リー・G・コロ
ンブ, ジョセフ・
M・ウィリアム
ズ, シカゴ大学出
版局エディトリ
アル・スタッフ
改訂 , 沼口隆, 
沼口好雄 訳

慶應義塾大学出版会 2012.11 KS63-J22

ベッカー先生の論文教室
ハワード・S・
ベッカー 著 , 小
川芳範 訳

慶應義塾大学出版会 2012.4 UC813-J50

学術論文の作法 近江幸治 著 成文堂 2011.12 FD41-J19

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 日本語ライブラリー

細川英雄, 舘岡洋
子, 小林ミナ 編
著

朝倉書店 2011.6 UC813-J37

「書くのが苦手」をみきわめる : 大学新入生の
文章表現力向上をめざして 渡辺哲司 著 学術出版会 2010.1 KF151-J83

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, 大島弥
生, 佐藤勢紀子, 
因京子, 山本富美
子 著

東京大学出版会 2009.12 UC813-J29

知のツールボックス : 新入生援助集 改訂版 専修大学出版企
画委員会 編 専修大学出版局 2009.4 FD37-J76

これから研究を書くひとのためのガイドブッ
ク : ライティングの挑戦15週間

佐渡島紗織, 吉野
亜矢子 著 ひつじ書房 2008.5 YU7-J569

よくわかる卒論の書き方 やわらかアカデミズム・
〈わかる〉シリーズ

白井利明, 高橋一
郎 著 ミネルヴァ書房 2008.5 UC813-J6

アカデミック・ライティング : 日本文・英文に
よる論文をいかに書くか 桜井邦朋 著 朝倉書店 2007.11 M112-J1

論理トレーニング 新版 哲学教科書シリーズ 野矢茂樹 著 産業図書 2006.11 H35-H21

これから論文を書く若者のために 大改訂増補版 酒井聡樹 著 共立出版 2006.4 UC813-H49

日本語の作文技術 新装版 本多勝一 著 講談社 2005.9 KF151-H111

学術論文の技法 新訂版 斉藤孝, 西岡達裕
著

日本エディタース
クール出版部 2005.5 UC813-H38

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 UC813-H30

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 UC813-G55

ぎりぎり合格への論文マニュアル 平凡社新書 山内志朗 著 平凡社 2001.9 UC813-G47

本を読む本 講談社学術文庫
M.J.アドラー, 
C.V.ドーレン
[著] , 外山滋比
古, 槙未知子 訳

講談社 1997.1 US61-G72

論文作法 : 調査・研究・執筆の技術と手順 ウンベルト・エ
コ 著 , 谷口勇 訳而立書房 1991.1(第15

刷:2003.4) xxx

レポートの組み立て方 ちくまライブラリー ; 36 木下是雄 著 筑摩書房 1990.3 UC813-E12

論文の書き方 岩波新書 清水幾太郎 著 岩波書店 1959 816-Si367r
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２－１．科学技術分野

タイトル シリーズ 著者 出版者 出版年月日等 請求記号
看護師に役立つレポート・論文の書き方 第5版 髙谷修 著 金芳堂 2019.12 M112-M11
国際誌にアクセプトされる医学論文 : 一流誌査
読者調査に基づく「再現性のある研究」時代の
論文ガイド 第2版

ダニエル W.バー
ン 著 , 木原正博, 
木原雅子 訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

2019.2 M112-M7

理系のための論理が伝わる文章術 : 実例で学ぶ
読解・作成の手順

ブルーバックス ; B-
1965 成清弘和 著 講談社 2016.4 M112-L39

よくわかる質的研究の進め方・まとめ方 : 看護
研究のエキスパートをめざして 第2版

グレッグ美鈴, 麻
原きよみ, 横山美
江 編著

医歯薬出版 2016.3 SC841-L1049

理系のためのレポート・論文完全ナビ 新版 見延庄士郎 著 講談社 2016.2 M112-L37
健康・スポーツ科学のための卒業論文/修士論文
の書き方

出村愼一, 山次俊
介 著 杏林書院 2015.6 FS11-L85

論文作成ABCうまいケースレポート作成のコツ 松原茂樹 著 東京医学社 2014.2 SC41-L44
こうすれば医学情報が伝わる!!わかりやすい文
章の書き方ガイド ライフサイエンス選書 林健一 著 ライフサイエンス出

版 2014.1 M112-L18

建築・都市計画のための調査・分析方法 = 
SURVEY AND ANALYSIS METHODS FOR 
ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING 改
訂版

日本建築学会 編 井上書院 2012.5 KA164-J10

楽しくなる看護研究 : テーマの決定から研究デ
ザイン、論文作成・発表まですべてがわかる!

上野栄一, 出口洋
二, 一ノ山隆司
著

メヂカルフレンド社 2012.1 SC841-J1198

APA論文作成マニュアル 第2版
アメリカ心理学
会 (APA) 著 , 前
田樹海, 江藤裕之, 
田中建彦 訳

医学書院 2011.3 SB21-J144

心理学論文の書き方 : 卒業論文や修士論文を書
くために 改訂新版 松井豊 著 河出書房新社 2010.7 SB24-J14

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
成樹 訳

丸善 2010.1 M112-J30

理学療法学生のための症例レポートの書き方
宮原英夫 監修 , 
小林寿絵 [ほか]
著

朝倉書店 2004.6 M112-H14

理科系の作文技術 中公新書 木下是雄 著 中央公論社 1981.9 M112-17
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２－２．社会科学分野
タイトル シリーズ 著者 出版者 出版年月日等 請求記号

教育工学論文執筆の要点 教育工学選書 ; 2-13 清水康敬 著 ミネルヴァ書房 2018.3 FC51-L139
メディアの卒論 : テーマ・方法・実際 第2版 藤田真文 編著 ミネルヴァ書房 2016.8 EC235-L495
法律学習マニュアル = How to study the Law 
第4版 弥永真生 著 有斐閣 2016.4 A121-L117

論文答案作成教室 : 法律的文章を書くコツ 第4
版 LEGAL FRONTIER 杉山博亮 著 法学書院 2016.3 Y53-L946

論文の書きかた 現代社会学ライブラ
リー ; 18 佐藤健二 著 弘文堂 2014.12 EC1-L99

社会福祉の研究入門 : 計画立案から論文執筆ま
で 久田則夫 編 中央法規出版 2003.2 EG21-H13

社会科学系大学院生のための研究の進め方 : 修
士・博士論文を書くまえに

ダン・レメニイ
ほか著 , 小樽商
科大学ビジネス
創造センター 訳

同文舘出版 2002.9 UA21-G141

２－３．人文科学分野
タイトル シリーズ 著者 出版者 出版年月日等 請求記号

マンガ・アニメで論文・レポートを書く = 
Writing Articles and Reports on 
MANGA/ANIME : 「好き」を学問にする方法

山田奨治 編著 ミネルヴァ書房 2017.4 KC486-L343

日本中世史入門 : 論文を書こう 秋山哲雄, 田中大
喜, 野口華世 編 勉誠出版 2014.4 GB211-L34

統計を用いた論文作成法 : 美術系論文編 御子柴ふゆ 著 北大路書房 2013.9 K34-L6
卒論を楽しもう : グリム童話で書く人文科学系
卒論 野口芳子 著 武庫川女子大学出版

部 2012.3 UC813-J47

文科系必修研究生活術 ちくま学芸文庫 ; ト11-1 東郷雄二 著 筑摩書房 2009.4 UA21-J99
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タイトル シリーズ 著者 出版者 出版年月日等 請求記号

ネイティブが教える日本人研究者のための論文
の書き方・アクセプト術

エイドリアン・
ウォールワーク
著 , 前平謙二, 笠
川梢 訳

講談社 2019.12 M116-M44

MLAハンドブック

The Modern 
Language 
Association of 
America [著] , 
長尾和夫 監修 , 
フォースター紀
子, トーマス・
マーティン 共訳

秀和システム 2017.12 UC813-L61

英語論文の書き方入門 : ACADEMIC WRITING 迫桂, 徳永聡子
著 慶應義塾大学出版会 2012.4 KS63-J21

NASAに学ぶ英語論文・レポートの書き方 : 
NASA SP-7084テクニカルライティング

メアリ・K. マカ
スキル 著 , 片岡
英樹 訳・解説

共立出版 2012.2 M112-J56

MLA英語論文作成ガイド : 補遺・APA方式
ジョゼフ・F.ト
リマー 著 , 丸橋
良雄, 日高真帆
共訳

英光社 2011.9 UC813-J40

Writing for Academic Purposes : 英作文を卒
業して英語論文を書く

田地野彰, ティ
ム・スチュワー
ト, デビッド・ダ
ルスキー 編

ひつじ書房 2010.4 KS63-J9

論理的な英語が書ける本 崎村耕二 著 大修館書店 2009.7 KS63-J8
伝わる英語表現法 岩波新書 長部三郎 著 岩波書店 2001.12 KS63-G119
アカデミックライティング入門 : 英語論文作成
法 磯貝友子 著 慶應義塾大学出版会 1998.11 UC813-G25

「国際会議・研究発表・学術イベント」書くた
めの英語表現 = INTERNATIONAL 
CONFERENCE ENGLISH

石井隆之, 松本恵
美子 著 , Joe 
Ciunci 校閲

ベレ出版 2017.8 KS63-L17

新英語抄録・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 著 南江堂 2017.3 M116-L158

心理学のための英語論文の書き方・考え方 = 
How to write a psychology article in English 羽生和紀 著 朝倉書店 2014.6 M116-L53

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 M112-J46
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 M112-J32

間違いだらけの英語科学論文 : 失敗例から学ぶ
正しい英文表現 ブルーバックス 原田豊太郎 著 講談社 2004.7 M112-H15

技術英語ハンドブック
J.K.ニュフェルド
著 , 砂原善文 監
訳

朝倉書店 1991.2 M116-E79
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タイトル シリーズ 著者 出版者 出版年月日等 請求記号 開架場所
論文を書くための科学の手順 山田俊弘 著 文一総合出版 2018.1 M51-L43 棚7b/M51

科学者の研究倫理 : 化学・ライフサイエンスを中
心に

田中智之, 小出隆
規, 安井裕之 著 東京化学同人 2018.6 M53-L114 棚7b/M53

コピペしないレポートから始まる研究倫理 : その
一線、越えたらアウトです! ライフサイエンス選書 上岡洋晴 著 ライフサイエンス

出版 2016.12 M53-L98 棚7b/M53

科学者の発表倫理 : 不正のない論文発表を考える 山崎茂明 著 丸善出版 2013.6 M53-L15 棚7b/M53
成果を生み出すテクニカルライティング : トップ
エンジニア・研究者が実践する思考整理法 藤田肇 著 技術評論社 2019.3 M112-M5 棚7b/M112

図解でわかる!理工系のためのよい文章の書き方 : 
論文・レポートを自力で書けるようになる方法

福地健太郎 文 , 
園山隆輔 図解 翔泳社 2019.2 M112-M4 棚7b/M112

研究的思考法 = Academic 
Writing,Presentation,& Research Methods : 想
いを伝える技術

樋口貴広 著 三輪書店 2019.2 M112-M6 棚7b/M112

理工系の技術文書作成ガイド = Technical 
Writing Guide Book 白井宏 著 コロナ社 2019.1 M112-M2 棚7b/M112

技術者のためのテクニカルライティング入門講座 髙橋慈子 著 翔泳社 2018.11 M112-L62 棚7b/M112

技術レポート作成と発表の基礎技法 = A Primer 
of Technical Writing and Presentation 改訂版

野中謙一郎, 渡邉
力夫, 島野健仁郎, 
京相雅樹, 白木尚
人 共著

コロナ社 2018.4 M112-L63 棚7b/M112

技術者のための社内文書の書き方 : しっかり伝わ
る!評価が上がる! 中川和明 著 日刊工業新聞社 2018.1 M112-L61 棚7b/M112

楽しく悩ましい科学論文英語 増補改訂版 山崎登志成 著 東京図書出版 2017.7 M112-L53 棚7b/M112

理系学生が一番最初に読むべき!英語科学論文の書
き方 : IMRaDでわかる科学論文の構造

片山晶子 編集・
執筆 , 中嶋隆浩, 
三品由紀子 執筆

中山書店 2017.4 M112-L51 棚7b/M112

なぜあなたは論文が書けないのか? : 理由がわか
れば見えてくる,論文を書ききるための処方箋 佐藤雅昭 著 メディカルレ

ビュー社 2016.7 M112-L43 棚7b/M112

ポイントで学ぶ科学英語論文の書き方 改訂版 小野義正 著 丸善出版 2016.7 M112-L42 棚7b/M112
〈即戦力になる〉実験ノート入門 : 効果的なレ
ポート・論文の書き方 わかる基礎入門シリーズ 吉村忠与志 著 技術評論社 2016.5 M112-L40 棚7b/M112

理工系学生のための日本語表現法 : アウトカム達
成のための初年次教育 第3版

森下稔 編集代表 , 
大岡紀理子, 谷口
利律, 鴨川明子 編

東信堂 2016.1 M112-L45 棚7b/M112

理科系の日本語表現技法 新装版 栗山次郎 編著 朝倉書店 2015.7 M112-L31 棚7b/M112
Judy先生の英語科学論文の書き方 = An Efficient 
Approach To Writing Up Your Research : すぐ
に使える豊富な文例ネット時代の論文投稿を完全
サポート! 増補改訂版

野口ジュディー, 
松浦克美, 春田伸
著

講談社 2015.6 M112-L29 棚7b/M112

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 著 化学同人 2015.3 M112-L35 棚7b/M112
科学論文はこう作る! = Making Scientific Papers 
: 作成ツール使いこなし術 児島将康 著 中外医学社 2015.3 M112-L26 棚7b/M112

情報システム論文作成のためのガイドブック 第2
版

原潔, 神沼靖子, 
高木義和, 田名部
元成, 小幡孝一郎, 
小久保幹紀 著 , 
情報システム論文
の作成および査読
のありかた研究会
編

情報システム学会 2015.3 M112-L32 棚7b/M112

サイエンスライティング : 科学を伝える技術

デボラ・ブラム, 
メアリー・クヌー
ドソン, ロビン・
マランツ・ヘニグ
編 , 渡辺政隆 監
訳 , 今西康子, 山
越幸江 訳

地人書館 2013.12 M112-L9 棚7b/M112

基礎から学ぶ楽しい学会発表・論文執筆 中村好一 著 医学書院 2013.8 M112-L7 棚7b/M112

理科系の論文作法 高木隆司 著 丸善 2003.8 M112-H7 棚7b/M112

論文投稿のインフォマティクス 山崎茂明 著 中外医学社 2003.4 M112-H9 棚7b/M112
生涯論文! : 忙しい臨床医でもできる英語論文アク
セプトまでの道のり 谷本哲也 著 金芳堂 2019.5 M116-M24 棚7b/M116

添削形式で学ぶ科学英語論文執筆の鉄則51 斎藤恭一 著 講談社 2019.4 M116-M15 棚7b/M116
最短ルートで迷子にならない!理工系の英語論文執
筆講座 = Guidebook for Writing Scientific 
Papers in English

西山聖久 著 化学同人 2019.1 M116-M38 棚7b/M116

英語論文ライティング教本 : 正確・明確・簡潔に
書く技法 中山裕木子 著 講談社 2018.2 M116-L188 棚7b/M116
理科系のための英語の書き方 : 論文・履歴書・推
薦状・ビジネスレター 岩本直樹 著 ジャパンタイムズ 2015.3 M116-L82 棚7b/M116
生命科学・医療系のための情報リテラシー : 情報
検索からレポート,研究発表まで 第3版

飯島史朗, 石川さ
と子 著 丸善出版 2018.5 M151-L444 棚7b/M151

研究に役立つJASPによるデータ分析 = Data 
Analysis with JASP : 頻度論的統計とベイズ統計
を用いて

清水優菜, 山本光
共著 コロナ社 2020.3 MA211-M100 棚8a/MA211
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タイトル シリーズ 著者 出版者 出版年月日等 請求記号 開架場所
科学論文のミスコンダクト 山崎茂明 著 丸善出版 2015.5 M53-L56 棚11b/科学読み

物
社会科学系論文の書き方 明石芳彦 著 ミネルヴァ書房 2018.9 EA1-L93 棚12a/EA1
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 2010.4 EA1-J60 棚12a/EA1
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 EA1-J57 棚12a/EA1

大学での学びをアクティブにするアカデミック・
スキル入門 = Academic Skills:Start up for 
Active Learning in Higher Education 新版

有斐閣ブックス ; 698 伊藤奈賀子, 中島
祥子 編 有斐閣 2019.3 FD37-M30 棚13b/FD37

体育・スポーツ分野における実践研究の考え方と
論文の書き方

体育・スポーツ・健康科学
テキストブックシリーズ

福永哲夫, 山本正
嘉 編著 市村出版 2018.1 FS11-M22 棚14a/FS11

法学部ゼミガイドブック : ディベートで鍛える論
理的思考力 改訂版

西南法学基礎教育
研究会 著 法律文化社 2019.4 AZ-121-M9 棚14b/A121

学術論文の作法 : 〈付〉リサーチペーパー・小論
文・答案の書き方 第2版 近江幸治 著 成文堂 2016.7 FD41-L9 棚14b/A121

心理学レポート・論文の書き方 = 
INTRODUCTION TO WRITING OF 
PSYCHOLOGY ARTICLES : 演習課題から卒論ま
で

ステップアップ心理学シ
リーズ

板口典弘, 山本健
太郎 著 講談社 2017.5 SB21-L231 棚44a/SB21

臨床心理職のための「研究論文の教室」 : 研究論
文の読み方・書き方ガイド 臨床心理学増刊 ; 第6号 森岡正芳, 大山泰

宏 編 金剛出版 2014.8 SB231-L25 棚44a/SB231
英語で医学論文を書く : 曖昧であった思考を形に
する方法 関根郁夫 著 医学と看護社 2018.11 M116-L212 棚44b/SC21
トップジャーナル395編の型で書く医学英語論
文 : 言語学的Move分析が明かした執筆の武器に
なるパターンと頻出表現

河本健, 石井達也
著 羊土社 2018.4 M116-L191 棚44b/SC21

Dr.イワケンのねころんで読める英語論文 : ナー
ス・研修医必見!海外論文がすらすら読めるように
なるヒケツ

岩田健太郎 著 メディカ出版 2018.1 M116-L208 棚44b/SC21

すべての医療従事者が知りたい!医学系研究、論文
投稿上のQ&A

浅井隆, 廣田和美, 
山蔭道明 編 日本医事新報社 2017.8 M112-L54 棚44b/SC21

医師・看護師の英語論文スタイルブック 「ジェネラリスト・マス
ターズ」シリーズ ; 12

徳田安春 著 , 
Alex Gregg [著] カイ書林 2017.7 M116-L184 棚44b/SC21

アクセプト率をグッとアップさせるネイティブ発
想の医学英語論文 : プロ翻訳家が伝えたい50の基
本動詞と読めるのに書けない英語表現

前平謙二 著 メディカ出版 2017.4 M116-L161 棚44b/SC21

雑誌編集長が欲しがる!!医学論文の書き方 : どう
研究して、どう書くのか?

Dr.あさいのこっそりマス
ターシリーズ 浅井隆 著 イムジック出版 2016.6 M112-L48 棚44b/SC21

アクセプトされる英語医学論文作成術 : ワンラン
ク上のジャーナルに : 最新の臨床研究から学ぼう! 田村房子 著 中山書店 2014.9 M116-L66 棚44b/SC21

医学英語論文の書き方マニュアル 原書10版
Cheryl Iverson [
ほか著] , 今西二
郎, 浦久美子 訳

共和書院 2010.6 M116-J57 棚44b/SC21

査読者が教える医学論文のための研究デザインと
統計解析 森本剛 著 中山書店 2017.4 SC241-L235 棚44b/SC23
コメディカルスタッフのための論文の書き方 : 初
心者から上級者まで 西尾正輝 著 インテルナ出版 2018.7 M112-M3 棚44b/SC41
研究の育て方 : ゴールとプロセスの「見える化」 近藤克則 著 医学書院 2018.1 SC41-L220 棚44b/SC41

生命倫理のレポート・論文を書く 松原洋子, 伊吹友
秀 編 東京大学出版会 2018.4 SC47-L356 棚44b/SC47

論文・レポートが変わる!看護学生のための科学的
作文レッスン 倉茂好匡 著 医学書院 2019.4 M112-M10 棚50a/SC841-

N250
看護師のためのこれならわかる!伝わるレポート・
論文の書き方 : 看護研究・院内発表に役立つ! : 
伝わる論文の書き方と発表のコツをやさしく解説!

福富馨 著 ナツメ社 2018.7 M112-L58 棚50a/SC841-
N250

看護師のための文章ノート 井部俊子 著 日本看護協会出版
会 2018.4 M112-L57 棚50a/SC841-

N250

APAに学ぶ看護系論文執筆のルール 前田樹海, 江藤裕
之 著 医学書院 2013.1 M112-L1 棚50a/SC841-

N250
これからの看護研究 : 基礎と応用 第3版 小笠原知枝, 松木

光子 編
ヌーヴェルヒロカ
ワ 2012.7 SC841-J1313 棚50a/SC841-

N250
看護学生が身につけたい論理的に書く・読むスキ
ル 福澤一吉 著 医学書院 2018.1 M112-L60 棚50a/SC841-

N251

よくわかる看護研究の進め方・まとめ方 第3版 横山美江 編著 医歯薬出版 2017.8 SC841-L1379 棚50a/SC841-
N251

看護学生のためのレポート・論文の書き方 : 正し
く学ぼう「書く基本」「文章の組み立て」 第6版 髙谷修 著 金芳堂 2017.1 M112-L46 棚50a/SC841-

N251
査読者が教える看護研究論文の採用されるコツ30 高島尚美 著 総合医学社 2017.1 M112-L49 棚50a/SC841-

N251
経済論文の作法(さほう) : 勉強の仕方・レポート
の書き方 第3版

小浜裕久, 木村福
成 著 日本評論社 2011.2 DA1-J257 棚59a/DA1

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 DA1-J120 棚59a/DA1

リサーチの技法

ウェイン・C・
ブース, グレゴ
リー・G・コロン
ブ, ジョセフ・
M・ウィリアムズ, 
ジョセフ・ビズ
アップ, ウィリア
ム・T・フィッツ
ジェラルド 著 , 
川又政治 訳

ソシム 2018.7 UA21-L252 棚64b/ビジネス
スキル

国際誌エディターが教えるアクセプトされる論文
の書きかた 上出洋介 著 丸善出版 2014.5 M112-L11 棚64b/ビジネス

スキル


