
情報リテラシー
書名 配架場所 請求記号

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 002.7//G72//0570

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. -- 第3版. -- 丸善出版, 2018.5.
医9F図書北 007.6//I27//1805

Excel & 情報検索とGoogle活用 / 森園子編著 ; 池田修, 永田大, 守屋康正著. -- 共立出版,

2012.9. -- (大学生の知の情報ツール ; 2).
医9F図書北 007.6//MO45//6551

Word & Powerpoint / 森園子編著 ; 池田修 [ほか] 著. -- 共立出版, 2012.3. -- (大学生の

知の情報ツール ; 1).
医9F図書北 007.6//MO45//6550

グループワークによる情報リテラシ : 情報の収集・分析から, 論理的思考, 課題解決, 情

報の表現まで / 魚田勝臣編著 ; 渥美幸雄 [ほか] 著. -- 第2版. -- 共立出版, 2019.10.
医9F図書北 007.6//U79//2785

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 467.2//N45//0199

上手な情報検索のためのPubMed活用マニュアル / 縣俊彦編著. -- 改訂第2版. -- 南江

堂, 2005.10.
医9F図書南 490.7//A19//9667

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//I96//0576

PICOから始める医学文献検索のすすめ / 小島原典子, 河合富士美編集. -- 南江堂,

2019.2.
医9F図書南 490.7//KO39//2336

医療情報収集のためのGoogle活用ガイド / 丸山康孝著 ; 村瀬澄夫監修. -- 中山書店,

2008.6.
医9F図書南 490.7//MA59//8801

医療関係者のためのGoogle&クラウド活用ガイド / 丸山康孝著 ; 村瀬澄夫監修. -- 中山

書店, 2013.8.
医9F図書南 490.7//MA59//7101

文献管理PCソリューション : PubMed/医中誌検索から論文執筆まで / 讃岐美智義著. --

新版. -- 秀潤社, 2007.6.
医9F図書南 490.7//SA67//8225

超!文献管理ソリューション : PubMed/医中誌検索からクラウド活用まで / 讃岐美智義

著. -- 学研メディカル秀潤社.
医9F図書南 490.7//SA67//4069

デジタル文献整理術 : 最新EndNote活用ガイド / 讃岐美智義著. -- 第7版. -- 克誠堂出

版, 2018.2.
医9F図書南 490.7//SA67//1598

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図書南 490.7//SU87//7555

若葉マークのPubMed : 初心者のための検索マニュアル / 牛澤典子著. -- 情報科学技術

協会, 2005.3. -- (INFOSTAブックレットシリーズ).
医9F図書南 490.7//U94//9142

ナースのためのすぐわかるインターネット文献検索 / 森田敏子 [ほか] 著. -- 金芳堂,

2001.12.
医9F図書北 492.9//MO66//5985

看護文献・情報へのアプローチ / 佐藤淑子, 和田佳代子編集. -- 医学書院, 2000.3. --

(JJNスペシャル ; no.65).
医9F図書北 492.907//SA85//1310

看護師のためのweb検索・文献検索入門 / 佐藤淑子, 和田佳代子編著. -- 医学書院,

2013.11. -- (JJNスペシャル ; no. 95).
医9F図書北 492.907//SA85//0670

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//SA85//7391

看護研究のための文献検索ガイド / 山崎茂明, 六本木淑恵著. -- 第4版増補版. -- 日本看

護協会出版会, 2010.1.
医9F図書北 492.907//Y48//2341

医療・看護系のための情報リテラシー / 松木秀明, 須藤真由美, 松木勇樹著. -- 東京図

書, 2019.10.
医9F図書南 498//MA79//2784
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レポート・論文の書き方

書名 配架場所 請求記号

資料検索入門 : レポート・論文を書くために / 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. -- (アカデミック・スキルズ).
医9F図書北 007.58//I14//9005

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図書北 377.15//Y19//7707

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//KI46//8438

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//L77//5253

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 407//MI45//1731

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//KU98//4951

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. 医9F図書南 490.15//MA73//1808

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//I97//5006

医療従事者のための「効果的な文章の書き方」入門 / 園部俊晴著. -- 運動と医学の出版

社, 2010.3. -- (医療従事者のためのスキルアップシリ-ズ).
医9F図書南 490.7//SO44//2557

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//E12//9653

石関の今すぐ書ける看護・医療系小論文 : 大学受験小論文 / 石関直子著. -- ナガセ,

2018.3. -- (東進ブックス . 名人の授業).
医9F図書北 492.907//I84//2798

看護学生のための科学的作文レッスン : 論文・レポートが変わる! / 倉茂好匡著. -- 医学

書院, 2019.4.
医9F図書北 492.907//KU55//2485

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//MO27//2021

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 492.907//TA56//2321

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 814//Y24//2549

「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//I73//0555

マジ文章書けないんだけど : 朝日新聞ベテラン校閲記者が教える一生モノの文章術 / 前

田安正著. -- 大和書房, 2017.4.
医9F図書北 816//MA26//3234

文芸オタクの私が教えるバズる文章教室 / 三宅香帆著. -- サンクチュアリ出版, 2019.6.

-- (Sanctuary books).
医9F図書北 816//MI76//3172

文章をみがく / 中村明著. -- 日本放送出版協会, 1991.2. -- (NHKブックス ; 616). 医9F図書北 816//N37//2700

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//SA29//9665

「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.
医9F図書北 816//TA33//0002

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//F67//1609

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//H94//9015

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3版. -- 慶應義塾大学出版会, 2019.2.
医9F図書北 816.5//I56//2328

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//I73//0572

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//I75//8840
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書名 配架場所 請求記号

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//KA58//3808

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//KE26//9006

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//MU55//7765

はじめてでも、ふたたびでも、これならできる!レポート・論文のまとめ方 / 新田誠吾

著. -- すばる舎, 2019.10.
医9F図書北 816.5//N88//3171

大学生のためのレポート・論文術 / 小笠原喜康著. -- 講談社, 2002.4. -- (講談社現代新

書 ; 1603).
医9F図書北 816.5//O22//3993

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//O22//1727

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//SA29//1667

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//SA47//5909

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//TO17//9890

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//TS99//1665

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 816.5//W42//8860

マンガでやさしくわかる論文・レポートの書き方 / 吉岡友治著 ; 青木健生シナリオ制作

; 山本幸男作画. -- 日本能率協会マネジメントセンター, 2019.6.
医9F図書北 816.5//Y92//3173

メディアリテラシー

書名 配架場所 請求記号

ネット検索が怖い : ネット被害に遭わないために / 神田知宏著. -- ポプラ社, 2019.4. --

(ポプラ選書 . 未来へのトビラ = A door to the future ; File no.010).
3F開架新体系 007.3//KA51//6125

ネット検索が怖い : 「忘れられる権利」の現状と活用 / 神田知宏著. -- ポプラ社,

2015.5. -- (ポプラ新書 ; 059).
4F新書版 007.3//KA51//3153

ネットで勝つ情報リテラシー : あの人はなぜ騙されないのか / 小木曽健著. -- 筑摩書房,

2019.9. -- (ちくま新書 ; 1437).
4F新書版 007.3//O25//6772

情報倫理 : ネット時代のソーシャル・リテラシー / 高橋慈子 [ほか] 著. -- 改訂新版. --

技術評論社, 2020.3.
3F開架新体系 007.3//TA33//1131

情報戦争を生き抜く : 武器としてのメディアリテラシー/ 津田大介著. -- 朝日新聞出版,

2018.11. -- (朝日新書 ; 696).
4F新書版 007.3//TS34//1004

モバイルネットワーク時代の情報倫理 : 被害者・加害者にならないためのメディアリテ

ラシー / 山住富也著. -- 第2版. -- 近代科学社, 2015.11.
3F開架新体系 007.3//Y49//7605

本質をつかむ聞く力 : ニュースの現場から / 松原耕二著. -- 筑摩書房, 2018.6. -- (ちく

まプリマー新書 ; 299).
4F新書版 361.453//MA73//7977

10代からの情報キャッチボール入門 : 使えるメディア・リテラシー / 下村健一著. -- 岩

波書店, 2015.4.
4F開架新体系 361.453//SH53//8332

エビデンスに基づくインターネット青少年保護政策 : 情報化社会におけるリテラシー育

成と環境整備 / 齋藤長行著. -- 明石書店, 2017.12.
4F開架新体系 367.61//SA25//7910
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電子ブックで読む

書名 提供元 備考

 思考を鍛えるレポート・論文作成法 = Developing critical thinking to write papers 第

3版 [4-7664-2577-4
KinoDen

コピペと言われないレポートの書き方教室 [4-7885-1345-5] KinoDen

情報を集める技術・伝える技術 情報社会の一員として備えておくべき基礎知識 [4-

7649-7206-9]
KinoDen

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 [4-7981-6109-8]
KinoDen

大学生の学習テクニック 第3版 [4-272-41234-5] KinoDen

看護学生のためのレポート＆実習記録の書き方 第2版 MeL

大学1年生のための伝わるレポートの書き方 MeL

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
MeL 試読

看護師に役立つレポート・論文の書き方 第4版 MeL 試読

思考を鍛えるレポート・論文作成法 = Developing critical thinking to write papers 第3

版
MeL 試読

情報検索とエージェント （インターネットの知的情報技術） MeL 試読

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
MeL 試読

大学生のための研究ハンドブック ―よくわかるレポート・論文の書き方―第2刷 MeL 試読

PT・OT学生の文章力を育てる!レポートの書き方 ―正しく学ぼう「書く基本」「文章

の組み立て」―
MeL 試読

これからレポート・卒論を書く若者のために 第2版 MeL 試読

リサーチ入門 ―知的な論文・レポートのための― MeL 試読

レポート・論文の書き方入門 第4版 MeL 試読

学生による学生のためのダメレポート脱出法 （アカデミック・スキルズ） MeL 試読

ナースのための文章表現法―資格・進学の受験対策とキャリアアップのために メディカルオンライン 9/30までトライアル中

看護学生のための よくわかる大学での学び方 第2版 メディカルオンライン 9/30までトライアル中

看護研究のための文献検索ガイド 第4版増補版 メディカルオンライン 9/30までトライアル中

メディカルオンライン 9/30までトライアル中

EBSCO 8/14までトライアル中

その一線，越えたらアウトです！ コピペしないレポートから始まる研究倫理 EBSCO 8/14までトライアル中

レポート・論文を書くための日本語文法 ―ここがポイント! : 中上級〜上級学習者対象

―
EBSCO 8/14までトライアル中

学生・院生のためのレポート・論文の作成マニュアル EBSCO 8/14までトライアル中

学生のための思考力・判断力・表現力が身に付く情報リテラシー EBSCO 8/14までトライアル中

情報リテラシー <改訂版> Windows10 / Office 2016対応 EBSCO 8/14までトライアル中

情報リテラシー アプリ編 <改訂版> Windows10 / Office 2016対応 EBSCO 8/14までトライアル中

情報リテラシー 入門編 <改訂版> Windows10 / Office 2016対応 EBSCO 8/14までトライアル中

情報リテラシー 総合編 <改訂版> Windows10 / Office 2016対応 EBSCO 8/14までトライアル中

大学生のための論文・レポートの論理的な書き方 EBSCO 8/14までトライアル中

知的な論文・レポートのためのリサーチ入門 EBSCO 8/14までトライアル中

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―

4 


