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1
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

2
論理が伝わる世界標準の「書く技術」 : 「パラグラフ・ライティング」入門. (ブルーバックス;B-
1793)

倉島保美著 講談社 2012.11

3 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

4
理系のための英語最重要「キー動詞」43 : 600超の例文で独特の用法を完全マスター!.  (ブ
ルーバックス;B-1915)

原田豊太郎著 講談社 2015.5

5
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

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

7 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

8 はじめての科学英語論文. -- 第2版.
Robert A. Day [著] ; 美
宅成樹訳

丸善 2001.7

9 理科系のための英語論文表現文例集 : ヘルプ・シートでかならず見つかる 藤野輝雄著 研究社 2012.4

10 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

11 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

12 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

レポート･論文の書き方
展示期間：2017年 5月 8日 (月) ～ 6月 9日（金） 展示場所：1F企画展示コーナー

「レポートと感想文ってどう違うの？」「書き出してみたけど内容が上手くまとまらない」
「卒論対策の時期だけど、何から手をつけたらいいの？」など、レポートや論文の作成で

お悩みではないでしょうか。今回の企画展示では、レポート・論文のまとめ方、書き方の基本、
また、これらを発表する場で役立つ本をご紹介します。ぜひご活用ください。

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/BB00062359
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062359
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064926
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00077575
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00077575
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00080910
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00080910
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00040002
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064797
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00015326
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062193
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060004
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00061474
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064795
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また、これらを発表する場で役立つ本をご紹介します。ぜひご活用ください。

13
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

14 理科系の日本語表現技法 栗山次郎編著 朝倉書店 1999.4

15 科学者・技術者のための英語プレゼンテーション : 国際的に通用する英語表現と発表技術 Robert M. Lewis著 東京化学同人 2008.4

16 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

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. 医学評論社
(発売)

2010.5

18 理工系の英語論文講座 佐藤洋一著 オーム社 2008.11

19 どう書くか : 理科系のための論文作法 杉原厚吉著 共立出版 2001.1

20 理科系の論文作法 高木隆司著 丸善 2003.8

21 いかにして実験をおこなうか : 誤差の扱いから論文作成まで
G.L. Squires [著] ; 重川
秀実 [ほか] 訳

丸善 2006.1

22 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

化学同人 2010.1

23 化学・生化学のための英語論文の書き方
鮫島達也, Jen Tsi Yang
共著

培風館 1996.12

24 科学英語の書き方とプレゼンテーション
日本機械学会編 ; 石田
幸男編著 ; 村田泰美
[ほか] 著

コロナ社 2004.6

25
ついてきなぁ!設計心得の見える化「養成ギブス」 : わかりやすくやさしくやくにたつ : いきなり
評価される"技術プレゼンと技術論文"

國井良昌著 日刊工業新聞社 2013.5

26 美術を書く : 美術について語るための文章読本
 シルヴァン・バーネット
著 ; 村山閑訳

東京美術 2014.4

27 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

28 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

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/TW20019141
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064800
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00080674
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062291
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00047705
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00001426
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00051293
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00044153
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00051440
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW20000502
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00050419
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00079580
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00079580
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00074993
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00047714
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00051312
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また、これらを発表する場で役立つ本をご紹介します。ぜひご活用ください。

29 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. 丸善株式会
社出版事業部 (発売)

2010.1

30 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

31 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

32 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

33 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

34 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

35 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

36 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

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

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

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00055200
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00051280
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/BB00051279
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00047712
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00046387
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/BB00051315

