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1 理科系の作文技術. -- 46版 (中公新書 ; 624). 木下是雄著 中央公論社 2002.6

2 TED驚異のプレゼン : 人を惹きつけ、心を動かす9つの法則
カーマイン・ガロ著 ; 土
方奈美訳

日経BP社 2014.7

3 How to write and publish a scientific paper ; : pbk. -- 7th ed
Robert A. Day and
Barbara Gastel ; : pbk, :

Greenwood c2011

4 技術英語論文の書き方 : これなら使える100例 英語論文作成研究会編 共立出版 2011.10

5 How to write and illustrate a scientific paper ; : pbk. -- 2nd ed
Björn Gustavii ; : hard, :
pbk

Cambridge University
Press

2010

6 フィールドの観察から論文を書く方法 : 観察事例の報告から研究論文まで 濱尾章二著 文一総合出版 2010.10
7 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

8 Scientific writing and communication : papers, proposals, and presentations ; : pbk
Angelika H. Hofmann ; :
pbk

Oxford University Press c2010

9
発表が楽しくなる!研究者の劇的プレゼン術 : 見てくれスライド論&よってらっしゃいポスター
論と聴衆の心をつかむ講演技術

堀口安彦著 羊土社 2013.4

10 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 慶應義塾大学出版会 2011.4

11 実験レポート作成法
Christopher S.Lobban,
Maria Schefter[著] ; 畠
山雄二, 大森充香訳

丸善出版 2011.12

12 Speaking about science : a manual for creating clear presentations ; : paperback
Scott Morgan, Barrett
Whitener ; hardback, :
paperback

Cambridge University
Press

2006

13 知的な科学・技術文章の書き方 : 実験リポート作成から学術論文構築まで
中島利勝, 塚本真也共
著

コロナ社 1996.10

14
日本人研究者のための120%伝わる英語対話術 : ネイティブの発音&こなれたフレーズで研
究室・国際学会を勝ち抜く英語口をつくる!

浦野文彦, Marjorie
Whittaker, Christine
Oslowski著

羊土社 2013.12

15 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

「レポート･論文の書き方」
展示期間：2015年6月16日(火)～2015年8月5日（水) 展示場所：1Fアメニティゾーン

レポートと感想文ってどう違うの？もっと論理的な文章が書けるようになりたい！
そろそろ卒論対策の時期、何から手を付けたらいいのだろう･･･。

学生生活の悩みを解決する特別展示「レポート・論文の書き方」。好評につき今年も開催します。

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00040002
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00071536
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00071685
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060004
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00055739
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00061474
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064795
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00055738
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00071269
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00071269
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060005
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00061533
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00048142
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00047776
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00071257
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00071257
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00047896
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16
ラボノートの書き方 : 理系なら知っておきたい : 論文作成, データ捏造防止, 特許に役立つ書
き方+管理法がよくわかる!. -- 改訂版

岡崎康司, 隅藏康一編
集

羊土社 2012.1

17 卒論・修論発表会を乗り切るための理系プレゼンの五輪書
斎藤恭一著 ; 中村鈴子
絵

みみずく舎 2010.5

18 科学英語のセンスを磨く : オリジナルペーパーに見られる表現. -- 第2版 鈴木英次著 化学同人 2008.4
19 数学文章作法 ; 基礎編 (ちくま学芸文庫 ; [ユ-4-1]). 結城浩著 ; 基礎編 筑摩書房 2013.4
20 ライフサイエンス論文作成のための英文法 河本健編集 羊土社 2007.12
21 Wordによる論文・技術文書・レポート作成術 : Word2013/2010/2007対応 神谷幸宏著 コロナ社 2014.9
22 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 2008.11

23
大学で学ぶための日本語ライティング : 短文からレポート作成まで : 中・上級者用日本語テ
キスト

佐々木瑞枝, 細井和代,
藤尾喜代子 [著]

The Japan Times 2006.3

24 レポート・論文・プレゼンスキルズ : レポート・論文執筆の基礎とプレゼンテーション 石坂春秋著 くろしお出版 2003.3
25 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 アドスリー 2010.1

26 考える力をつける論文教室 (ちくまプリマー新書 ; 158). 今野雅方著 筑摩書房 2011.4

27 レポート・論文の書き方入門. -- 第3版 河野哲也著 慶應義塾大学出版会 2002.12
28 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

29 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」. -- 新訂2版 宮田昇著 東海大学出版会 2008.2

30 はじめよう、ロジカル・ライティング

名古屋大学教育学部附
属中学校, [名古屋大学
教育学部附属]高等学
校国語科著 ; 戸田山和
久執筆協力

ひつじ書房 2014.5

31 留学生のための論理的な文章の書き方. -- 改訂版
二通信子, 佐藤不二子
著

スリーエーネットワーク 2003.1

32 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

33 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
34 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

35 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

36 論文の教室 : レポートから卒論まで. -- 新版 (NHKブックス ; 1194). 戸田山和久著 NHK出版 2012.8

37 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

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00059822
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00059822
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062291
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00046585
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00070806
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00046414
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00071414
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00047714
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00055132
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00055132
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00051312
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00055200
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062421
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00051318
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00051280
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00051295
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00071802
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00050265
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00051277
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00046387
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00051279
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00051300
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00071796
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00029155
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38 大学生と大学院生のためのレポート・論文の書き方. -- 第2版 吉田健正著 ナカニシヤ出版 2004.4
39 はじめての英語論文引ける・使えるパターン表現&文例集 和田朋子著 すばる舎 2007.10

40 理系のための口頭発表術 : 聴衆を魅了する20の原則 (ブルーバックス ; B-1584).
ロバート・R・H・アンホル
ト著 ; 鈴木炎, イイイン・
サンディ・リー訳

講談社 2008.1

41 理系のための英語「キー構文」46 : 英語論文執筆の近道 (ブルーバックス ; B-1653). 原田豊太郎著 講談社 2009.9

42
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 (ブルーバックス ;
B1666).

中田亨著 講談社 2010.1

43
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」 (ブルーバックス ; B-
1847).

倉島保美著 講談社 2014.1

44 レポート・小論文の書き方 (日経文庫 ; 760). 江川純著 日本経済新聞社 1998.2
45 プレゼンに勝つ図解の技術. -- 第2版 (日経文庫 ; 1272). 飯田英明著 日本経済新聞出版社 2012.11

46
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. -- 新版 (有斐閣アルマ ;
Advanced).

花井等, 若松篤著 有斐閣 2014.10

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00051315
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00070305
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00045586
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00051441
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00051457
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00051457
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064926
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064926
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00036749
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062410
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00072663
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00072663
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