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1 How to write and publish a scientific paper ; : pbk. -- 6th ed
Robert A. Day and
Barbara Gastel

Greenwood Press 2006

2 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

3 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

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
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プレゼンテーション. -- 改訂版 廣岡慶彦著 朝倉書店 2011.3
8 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
9 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

10 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

11 科学者・技術者のための英語論文の書き方 : 国際的に通用する論文を書く秘訣
R.Lewis, N.Whitby,
E.Whitby著

東京化学同人 2004.1

12 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
13 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

14 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

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

Cambridge University
Press

2006

16 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

17 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

18
よく誤用される単語と表現. -- 初版第2刷 (科学論文の英語用法百科 = English composition
for scholarly works ; 第1編).

グレン・パケット著 京都大学学術出版会 2005.2

「レポート・論文の書き方」
展示期間：2014年6月16日(月)～8月5日(火) 展示場所：1Fアメニティゾーン

「レポートってどう書くの？」「卒論のテーマが決められない！」
そんなみなさんの悩みにお答えする企画「レポート論文の書き方」も３回目に突入しました。

新入生の方に手に取っててもらいたいのはもちろん、これまで見逃してきた上級生の方も必見です。

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00055740
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064797
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/BB00055739
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00061474
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064793
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064794
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064795
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064796
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064799
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060005
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064800
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/BB00047896
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062842
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062842
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19
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

20 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

21 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
22 理科系の論文作法 高木隆司著 丸善 2003.8
23 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

24
世界一やさしい論理トーク練習帖 : 自分の意見がスッキリ伝わり、相手の主張を切り崩せる!!
: 書き込み式

小野田博一著 大和出版 2009.3

25 大学生のためのレトリック入門 速水博司著 蒼丘書林 2005.11

26 アメリカ式論文の書き方
ロン・フライ著 ; 酒井一
夫訳

東京図書 1994.2

27 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
28 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
29 レポートの組み立て方 (ちくま学芸文庫). 木下是雄著 筑摩書房 1994.2
30 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
31 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
32 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
33 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 2004.6

34 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

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 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

37 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

38 論文のレトリック : わかりやすいまとめ方 (講談社学術文庫 ; [604]). 澤田昭夫 [著] 講談社 1983.6

39 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

40 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

41 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

42 ライティングのための英文法ハンドブック
富岡龍明, 堀正広, 田久
保千之著

研究社 2008.4

43 理科系のための英文作法 : 文章をなめらかにつなぐ四つの法則 (中公新書 ; 1216). 杉原厚吉著 中央公論社 1994.11

44 MLA英語論文の手引. -- 第6版
ジョゼフ・ジバルディ著 ;
樋口昌幸訳編

北星堂書店 2005.2

45 英語論文すぐに使える表現集 (Beret books).
小田麻里子, 味園真紀
著

ベレ出版 1999.4

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/BB00001426
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00051293
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00047714
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00048947
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00048947
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00051320
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00047459
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/BB00024982
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/BB00050594
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00050265
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00046387
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00047712
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00051279
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00051299
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00051300
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00029155
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00051315
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00046410
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00059618
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00046184
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00039672
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46 英語論文によく使う表現 崎村耕二著 創元社 1991.8

47 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 ; B-1448). 原田豊太郎著 講談社 2004.7

48
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 (ブルーバックス ; B-
1454).

多田眞作著 講談社 2004.9

49 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

50
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

51
Wordのイライラ根こそぎ解消術 : 「おせっかい」と「使いにくい」を一掃する (ブルーバックス ;
B-1714).

長谷川裕行著 講談社 2011.1

52
Excelのイライラ根こそぎ解消術 : 「思い通りにならない」と「面倒くさい」を克服 (ブルーバック
ス ; B-1733).

長谷川裕行著 講談社 2011.7

53 「分かりやすい表現」の技術 (ブルーバックス ;  B-1739 . マンガで読む).
[藤沢晃治原作] ; カノウ
漫画 ; 銀杏社構成

講談社 2011.10

54 卒論執筆のためのWord活用術 : 美しく仕上げる最短コース (ブルーバックス ; B-1791). 田中幸夫著 講談社 2012.10

55
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

56
研究発表のためのスライドデザイン : 「わかりやすいスライド」作りのルール (ブルーバックス
; B-1813).

宮野公樹著 講談社 2013.4

57 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

58 考えをまとめる・伝える図解の技術 (日経文庫 ; 1241). 奥村隆一著 日本経済新聞出版社 2011.6
59 プレゼンテーションの技術 (日経文庫 ; 1253). 山本御稔著 日本経済新聞出版社 2011.12
60 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 (有斐閣アルマ ; Advanced). 花井等, 若松篤著 有斐閣 1997.12

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00014642
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00036056
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00036062
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00036062
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/BB00060104
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060104
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060145
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060145
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060111
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062413
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/BB00064894
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064894
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064926
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060190
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060203
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00036240
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