
展示期間：2018/6/8/～7/28

配置場所 請求記号 書名

医9F図書北 002.7//G72//0570
学びの技 : 14歳からの探究・論文・プレゼンテーション / 後藤芳文, 伊藤史織, 登本洋子著. -- 玉川大学出
版部, 2014.11. -- (Young adult academic series).

医9F図書北 007.6//I27//9009
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 / 飯島史朗, 石川さと子
著. -- 丸善出版, 2011.9.

医9F図書北 377.15//KU98//4951
学生のレポート・論文作成トレーニング : スキルを学ぶ21のワーク / 桑田てるみ編 ; 桑田てるみほか執筆. --
実教出版, 2013.9.

医9F図書北 377.15//Y19//7707
大学生のためのリサーチリテラシー入門 : 研究のための8つの力 / 山田剛史, 林創著. -- ミネルヴァ書房,
2011.8.

医9F図書南 407//KI46//2774 理科系の作文技術 / 木下是雄著. -- [改版]. -- 中央公論新社, 2002.6. -- (中公新書 ; 624).

医9F図書南 407//L77//5253
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.

医9F図書南 407//MI45//1731 理系のためのレポート・論文完全ナビ / 見延庄士郎著. -- 講談社, 2008.1.

医9F図書南 467.2//N45//0199
医療に役立つ遺伝子関連Web情報検索 : 手とり足とり教えますガイド / 中山智祥著. -- メディカル・サイエン
ス・インターナショナル, 2016.5.

医9F図書南 490.7//I96//0576
図解PubMedの使い方 : インターネットで医学文献を探す / 岩下愛, 山下ユミ共著. -- 第7版. -- 日本医学図
書館協会.

医9F図書南 490.7//I97//5006
らくらくできるレポート提出 / いわてイーハトーヴ臨床研修病院群編集. -- メジカルビュー社, 2011.3. -- (極
意を伝授 / いわてイーハトーヴ臨床研修病院群編集 ; 2).

医9F図書南 490.7//SU87//7555 わかりやすい医中誌Web検索ガイド : 検索事例付 / 諏訪部直子, 平紀子著. -- 日本医学図書館協会.

医9F図書北 492.907//E12//9653 看護学生のためのレポート書き方教室 / 江原勝幸著. -- 照林社, 2015.9. -- (プチナースBooks).

医9F図書北 492.907//MA26//6093 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.

医9F図書北 492.907//MI62//8891
ナースのためのレポートの書き方 : 看護のプロが教える「伝わる文章」の作法 / 水戸美津子著. -- 中央法規
出版, 2014.12.

医9F図書北 492.907//MO27//2021 看護学生のためのレポート&実習記録の書き方 / 百瀬千尋編著. -- 第2版. -- メヂカルフレンド社, 2016.1.

医9F図書北 492.907//SA85//7391
ナ-スのためのWeb検索・文献検索テクニック / 佐藤淑子, 和田佳代子編集. -- 医学書院, 2004.5. -- (JJNス
ペシャル ; no. 76).

医9F図書北 492.907//SW1//7663 看護研究者・医療研究者のための系統的文献検索概説 / 諏訪敏幸著. -- 近畿病院図書室協議会, 2013.1.

医9F図書北 492.907//TA56//2321
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」 / 高谷修著. -- 第6
版. -- 金芳堂, 2017.1.

医9F図書北 814//Y24//2549 語彙力がないまま社会人になってしまった人へ / 山口謡司著. -- ワニブックス, 2017.1.

医9F図書北 816.5//F67//1609 レポート・論文作成のための引用・参考文献の書き方 / 藤田節子著. -- 日外アソシエーツ, 2009.4.

医9F図書北 816.5//H94//9015
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 / 細川英雄, 舘岡洋子, 小林ミナ編著. -- 朝倉
書店, 2011.6. -- (日本語ライブラリー).

医9F図書北 816.5//I56//1666
思考を鍛えるレポート・論文作成法 = Developing critical thinking to write papers / 井下千以子著. -- 第2版.
-- 慶應義塾大学出版会, 2014.3.

医9F図書北 816.5//I73//0572 論文・レポートの基本 : この1冊できちんと書ける! / 石黒圭著. -- 日本実業出版社, 2012.3.

医9F図書北 816.5//I75//8840 ゼロからわかる大学生のためのレポート・論文の書き方 / 石井一成著. -- ナツメ社, 2011.5.

医9F図書北 816.5//KA58//3808 チャートで組み立てるレポート作成法 / 加納寛子著. -- 丸善, 2010.4.

医9F図書北 816.5//KE26//9006
学生による学生のためのダメレポート脱出法 / 慶應義塾大学日吉キャンパス学習相談員著. -- 慶應義塾大
学出版会, 2014.10. -- (アカデミック・スキルズ).

医9F図書北 816.5//MU55//7765
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.

医9F図書北 816.5//O22//1727
大学生のためのレポート・論文術 / 小笠原喜康著. -- 新版. -- 講談社, 2009.11. -- (講談社現代新書 ;
2021).

医9F図書北 816.5//SA29//1667 これからレポート・卒論を書く若者のために / 酒井聡樹著. -- 第2版. -- 共立出版, 2017.7.

医9F図書北 816.5//SA47//5909 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.

医9F図書北 816.5//TO17//9890
論文の教室 : レポートから卒論まで / 戸田山和久著. -- 新版. -- NHK出版, 2012.8. -- (NHKブックス ;
1194).

医9F図書北 816.5//TS99//1665 大学1年生のための伝わるレポートの書き方 / 都筑学著. -- 有斐閣, 2016.4.

医9F図書北 816.5//W42//8860
どんな論文でも書けてしまう技術 : 1億人の「知的生産」講座 / 鷲田小彌太著. -- 言視舎, 2014.11. -- (言視
books).

医9F図書北 816//I73//0555 「接続詞」の技術 : 書きたいことがすらすら書ける! / 石黒圭著. -- 実務教育出版, 2016.8.

医9F図書北 816//SA29//9665 100ページの文章術 : わかりやすい文章の書き方のすべてがここに / 酒井聡樹著. -- 共立出版, 2011.3.

医9F図書北 816//TA33//0002
「言葉の配置」と「テンの打ち方」がわかればすっきり!わかりやすい!文章が書ける / 高橋俊一著. -- すばる
舎, 2011.12.

大阪市立大学学術情報総合センター医学分館

ミニ企画展示    『今日からはじめるレポート道　～レポートにも「お作法」ありましてよ！～』

大学生のためのレポート作成に役立つ基本の図書を集めてみました！


