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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

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

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

学生・研究者のための使える!PowerPointスライドデザイン : 伝わるプレゼン1つの

原理と3つの技術 / 宮野公樹著. -- 化学同人, 2009.4.
医9F図書北 007.63//MI79//9771

その論文は著作権侵害? : 基礎知識からQ&A / 服部誠著. -- 中山書店, 2010.5. 医9F図書北 021.2//H44//2759

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

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

背信の科学者たち : 論文捏造はなぜ繰り返されるのか? / ウイリアム・ブロード, ニ

コラス・ウェイド著 ; 牧野賢治訳. -- 講談社, 2014.6.
医9F図書南 402.8//B75//8862

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.
医9F図書南 407//D48//2992

一流ジャーナルから学ぶ科学英語論文の書き方 / 平田光男著. -- 化学同人, 2010.8. 医9F図書南 407//H68//3011

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

医学・理工・自然科学系研究者のための英語論文ラクラク・アクセプト / 北風政史

著. -- メディカ出版, 2020.3.
医9F図書南 407//KI65//3085

科学論文はこう作る! : 作成ツール使いこなし術 / 児島将康著. -- 中外医学社, 2015.3. 医9F図書南 407//KO39//9157

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

すばらしい論文を書くための秘訣 : 大学院生と若手研究者への助言 = Keys to

writing great papers : advice for graduate students and young researchers / [中島

エリザベス] [述] ; 日本動物学会近畿支部著. -- ブックウェイ, 2014.7.

医9F図書南 407//N77//9413

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! / 岡崎康司, 隅藏康一編集. -- 改訂版. -- 羊土社,

2012.1.

医9F図書南 407//O48//4682

ネイティブが教える日本人研究者のための論文の書き方・アクセプト術 / エイドリ

アン・ウォールワーク著 ; 前平謙二, 笠川梢訳. -- 講談社, 2019.12.
医9F図書南 407//W36//2981

科学者の発表倫理 : 不正のない論文発表を考える / 山崎茂明著. -- 丸善出版, 2013.6. 医9F図書南 407//Y48//7236

よくわかる統計学 : レポートを書くときに迷わず使えて役に立つ / 石村友二郎, 久保

田基夫著 ; 看護医療データ編. -- 第3版. -- 東京図書, 2020.12.
医9F図書南 417//I78//3496

レポート作成技術
―基礎から応用まで―
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論文捏造はなぜ起きたのか? / 杉晴夫著. -- 光文社, 2014.9. -- (光文社新書 ; 714). 医9F図書南 460.21//SU32//8861

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. -

- 第2版. -- メディカル・サイエンス・インターナショナル, 2020.7.
医9F図書南 467.2//N45//3322

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

一流雑誌に論文が受理されるための統計学 : 投稿論文がrejectされたあなたのために

/ 足立堅一著. -- 篠原出版新社, 2012.5.
医9F図書南 490.19//A16//5620

バイオ実験に絶対使える統計の基本Q&A : 論文が書ける読めるデータが見える! / 井

元清哉, 河府和義, 藤渕航編集. -- 羊土社, 2012.10.
医9F図書南 490.19//I48//6518

臨床研究のための統計実践ガイド : 論文の企画から投稿まで / Mitchell H.Katz著 ; 本

多正幸, 中村洋一, 橋本明浩, 中野正孝訳. -- EDIXi出版部, 2011.4.
医9F図書南 490.19//KA88//3940

わかりやすい医学統計の報告 : 医学論文作成のためのガイドライン / Thomas

A.Lang, Michelle Secic著. -- 中山書店, 2011.9.
医9F図書南 490.19//L24//4599

臨床研究と論文作成のコツ : 読む・研究する・書く / 松原茂樹編集 ; 松原茂樹, 大口

昭英, 名郷直樹著. -- 東京医学社, 2011.7.
医9F図書南 490.19//MA73//4168

論文を正しく読み書くためのやさしい統計学 / 中村好一編集. -- 改訂第2版. -- 診断

と治療社, 2010.9.
医9F図書南 490.19//N37//2938

スッキリわかる!臨床統計はじめの一歩 : 統計のイロハからエビデンスの読み解き

方・活かし方まで / 能登洋著. -- 改訂版. -- 羊土社, 2018.5.
医9F図書南 490.19//N97//1690

忙しいアナタのためのレスQ!医療統計学 / 高橋信著. -- 東京図書, 2011.1. 医9F図書南 490.19//TA33//9593

短期集中!オオサンショウウオ先生の医療統計セミナー論文読解レベルアップ30 / 田

中司朗, 田中佐智子著. -- 羊土社, 2016.11.
医9F図書南 490.19//TA84//0538

超絶解説医学論文の難解な統計手法が手に取るようにわかる本 / 康永秀生, 山名隼人,

岩上将夫編著. -- 金原出版, 2019.11.
医9F図書南 490.19//Y65//2812

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

医学系研究、論文投稿上のQ&A : すべての医療従事者が知りたい! / 浅井隆, 廣田和

美, 山蔭道明編. -- 日本医事新報社, 2017.8.
医9F図書南 490.7//A83//1381

雑誌編集長が欲しがる!! 医学論文の書き方 : どう研究して、どう書くのか? / 浅井隆

著. -- イムジック出版. -- (こっそりマスターシリーズ).
医9F図書南 490.7//A83//0223

プレゼン・学会発表・論文執筆のコツ、教えます : デキる研修医は実践してる / 藤川

達也編著 ; 安田美帆, 安原ひさ恵, 山内健司著. -- 日経BP. -- (Cadetto Books).
医9F図書南 490.7//F58//3854

前置詞感覚を磨こう : 感動を呼ぶ医学生物学論文を書くために / 林皓三郎著 ; Laura

C.Hooper英文共著. -- 文光堂, 2010.9.
医9F図書南 490.7//H48//3465

査読者が伝授する論文投稿・査読のコツ : お作法を知ればこわくない : 新・専門医制

度に備える!症例報告が書ける! / 細野茂春著. -- メディカ出版, 2017.4.
医9F図書南 490.7//H95//1164

ハローマッチング : 小論文・面接対策のABC / 石黒達昌著 ; 2020. -- 医学評論社,

2004.5-.
医9F図書南 490.7//I73//3297

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

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

コピペしないレポートから始まる研究倫理 : その一線、越えたらアウトです! / 上岡

洋晴著. -- ライフサイエンス出版, 2016.12. -- (ライフサイエンス選書).
展示準備中 490.7//KA38//7284
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時間がなくても、お金がなくても、英語が苦手でも、論文を書く技法 : 臨床医による

臨床医のための3step論文作成術 / 木下晃吉著. -- 中外医学社, 2016.4.
医9F図書南 490.7//KI46//0130

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

論文作成ABC : うまいケースレポート作成のコツ / 松原茂樹著. -- 東京医学社,

2014.2.
医9F図書南 490.7//MA73//8106

査読者が教える医学論文のための研究デザインと統計解析 / 森本剛著. -- 中山書店,

2017.4.
医9F図書南 490.7//MO55//1098

査読者が教える採用される医学論文の書き方 / 森本剛著. -- 中山書店, 2013.5. 医9F図書南 490.7//MO55//6863

「論文にしよう!」と指導医に言われた時にまず読む本 / 長澤将著. -- 中外医学社,

2020.4.
医9F図書南 490.7//N22//3123

基礎から学ぶ楽しい学会発表・論文執筆 / 中村好一著. -- 医学書院, 2013.8. 医9F図書南 490.7//N37//7210

コメディカルのための論文の書き方の基礎知識 / 日本病態栄養学会編集 ; 武田英二編

集主幹 ; 田中清, 中屋豊, 渡辺明治編集委員. -- メディカルレビュー社, 2010.1.
医9F図書南 490.7//N77//2791

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

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

なぜあなたは論文が書けないのか? : 理由がわかれば見えてくる, 論文を書ききるため

の処方箋 / 佐藤雅昭著. -- メディカルレビュー社, 2016.7.
医9F図書南 490.7//SA85//0326

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

医療系研究論文の読み方・まとめ方 : 論文のPECOから正しい統計的判断まで / 対馬

栄輝著. -- 東京図書, 2010.5.
医9F図書南 490.7//TS91//2937

ゼロからはじめる臨床研究論文の読み方 : 研究デザインと医学統計の必須ポイントが

よくわかる / 浦島充佳編著. -- 東京図書, 2020.2.
医9F図書南 490.7//U84//3084

若手研究者のための学会発表講座・論文の書き方講座 / 浅香正博監修. -- メディカル

レビュー社, 2015.4.
医9F図書南 490.7//W27//9638

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

看護師のためのこれならわかる!伝わるレポート・論文の書き方 / 福富馨著. -- ナツ

メ社, 2018.7.
医9F図書北 492.907//F84//2866

看護学生が身につけたい論理的に書く・読むスキル / 福澤一吉著. -- 医学書院,

2018.10.
医9F図書北 492.907//F85//2916

看護研究の進め方論文の書き方 / 早川和生編著. -- 第2版. -- 医学書院, 2012.10. --

(JJNスペシャル ; No.94).
医9F図書北 492.907//H46//0297

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

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//MA26//6093

よくわかる看護研究論文のクリティーク : 研究手法別のチェックシートで学ぶ / 牧本

清子, 山川みやえ編著. -- 第2版. -- 日本看護協会出版会, 2020.6. -- (essentials of

EBP).

医9F図書北 492.907//MA34//3392

3



企画展示　図書リスト

書名 配架場所 請求記号

ナースのためのレポートの書き方 : 仕事で使える「伝わる文章」の作法 / 水戸美津子

著. -- 第2版. -- 中央法規出版, 2020.3.
医9F図書北 492.907//MI62//3286

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

論文作成から投稿へ / 日本看護協会編. -- 日本看護協会出版会, 2013.5. -- (看護実践

研究・学会発表のポイントQ&A ; 下巻).
医9F図書北 492.907//N77//6836

質的研究をめぐる10のキークエスチョン : サンデロウスキー論文に学ぶ / マーガ

レット・サンデロウスキー著 ; 谷津裕子, 江藤裕之訳. -- 医学書院, 2013.11.
医9F図書北 492.907//SA62//0770

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

査読者が教える看護研究論文の採用されるコツ30 / 高島尚美著. -- 総合医学社,

2017.1.
医9F図書北 492.907//TA54//1005

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

看護師に役立つレポート・論文の書き方 / 高谷修著. -- 第5版. -- 金芳堂, 2019.12. 医9F図書北 492.907//TA56//3272

楽しくできるわかりやすい看護研究論文の書き方 / 内田陽子著. -- 照林社, 2015.3. 医9F図書北 492.907//U14//9283

楽しくなる看護研究 / 上野栄一, 出口洋二, 一ノ山隆司著. -- メヂカルフレンド社,

2012.1.
医9F図書北 492.907//U45//5116

はじめて学ぶ文献レビュー / 若村智子, 西村舞琴著. -- 総合医学社, 2020.4. 医9F図書北 492.907//W23//3337

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

20歳の自分に受けさせたい文章講義 / 古賀史健著. -- 星海社. -- (星海社新書 ; 9). 医9F図書北 816//KO24//2377

働きながら書く人の文章教室 / 小関智弘著. -- 岩波書店, 2004.10. -- (岩波新書 ; 新赤

版 916).
医9F図書北 816//KO83//8418

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

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
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企画展示　図書リスト

書名 配架場所 請求記号

小論文の書き方 / 猪瀬直樹著. -- 文藝春秋, 2001.4. -- (文春新書 ; 165). 医9F図書北 816.5//I56//2765

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

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. -- 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

論文ゼミナール / 佐々木健一著. -- 東京大学出版会, 2014.8. 医9F図書北 816.5//SA75//9016

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

コピペと言われないレポートの書き方教室 : 3つのステップ : コピペから正しい引用

へ / 山口裕之著. -- 新曜社, 2013.7.
展示準備中 816.5//Y24//0287

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
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企画展示　図書リスト

E-book
書名

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

大学出版会.

コピペと言われないレポートの書き方教室. -- 新曜社.

はじめての研究生活マニュアル -解消します!理系大学生の疑問と不安-. -- 化学同人,

2015.

マネジメント研究への招待 研究方法の種類と選択. -- 中央経済社.

在野研究ビギナーズ 勝手にはじめる研究生活. -- 明石書店.

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

第3版. -- 慶應義塾大学出版会.

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. -- 翔泳社.

これからレポート・卒論を書く若者のために. -- 共立出版.

英語論文基礎表現717. -- 三修社.

看護学生のためのレポート&実習記録の書き方. -- メヂカルフレンド社, 2016.

最新 英語論文によく使う表現 基本編. -- 創元社, 2017.

診療・研究にダイレクトにつながる遺伝医学. -- 羊土社.

大学1年生のための伝わるレポートの書き方. -- 有斐閣.

臨床研究の道標 上巻 -7つのステップで学ぶ研究デザイン-第2版. -- 健康医療評価研

究機構, 2017.

臨床研究の道標 下巻 -7つのステップで学ぶ研究デザイン-第2版. -- 健康医療評価研

究機構, 2017.

論文の書き方 第94刷改版 【スマホ・読上】(岩波新書 青版 F92). -- 岩波書店.

Maruzen eBook Library

Maruzen eBook サブスクリプション

(～ 2021/9/30まで利用可能)

KinoDen

KinoDen

Maruzen eBook Library

Maruzen eBook Library

Maruzen eBook Library

Maruzen eBook Library

Maruzen eBook Library

Maruzen eBook Library

Maruzen eBook Library

提供元

KinoDen

KinoDen

KinoDen

KinoDen

KinoDen

★E-bookへの

アクセス方法★

医学分館ＨＰ 画面左側「資料や情報を探す」

の電子リソース「電子ブックを探す」から利用

する。

多くの電子ブックを利用してください。

利用方法

ココから

アクセス
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