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テーマはできるだけ具体的に設定しよう。広くしすぎると
自分でも何を書けばいいかわからなくなるぞ！
例）×愛媛大学について

○愛媛大学の学部構成の変化について

→ 3ページに進む

実際に書く前にアウトライン（構成）を考えよう！
論理の流れを決めておくだけでぐんと書きやすくなるぞ！

主張(結論) → 理由1・理由2・理由3 
→ 理由1-3を簡単にまとめ直して再度主張（結論）

の1・３・１のサンドイッチ構成もオススメ！

引用と自分の意見はしっかり区別しよう！
参照・引用したものは出典を必ず明記するのがルール。
誤字脱字がないかもきちんと確認すること！
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テーマを決めよう

2

アウトラインを作成しよう



論文や本の巻末の
参考文献リスト

論文情報データベース
(Cinii Articlesなど）

図書情報データベース
（Webcat Plus） など

どんな本・論文・記事が
あるか

図書館にある場合は
直接利用可

研究室にある場合はコン
タクトを取って利用

蔵書検索(OPAC)

愛媛大学に
あるか

取寄せを申し込む

直接訪問する*

県立図書館・市立図書館にあるか

* 他大学の図書館の訪問には、紹介状を必要とする場合があります。
紹介状の発行は、訪問希望日の2週間前までに、レファレンスカウンターまで
お申込みください。

愛媛大学の自分の所属キャン
パス以外にある

他の大学図書館にあるか

県立図書館・市立図書館HP CiNii Books

資料収集 攻略チャート
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ほん

ろんぶん

世の中にはいろんな本がある。
まずはどんな本があるかをまず探そう！

☆Webcat Plus（ウェブキャット プラス）
連想×書棚で広がる本の世界

（http://webcatplus.nii.ac.jp/）
☆新書マップ
テーマで探す新書ガイド

（http://shinshomap.info/search.php）

読みたい本が決まったら、
愛媛大学に所蔵があるかを探そう！

☆愛媛大学図書館 蔵書検索(OPAC)
http://opac.lib.ehime-u.ac.jp/

県立図書館や市立図書館も見てみよう！
☆県内横断検索（愛媛県立図書館)

http://www01.ufinity.jp/ehime/?page_id=16

他の大学図書館にあるかも見てみよう！
☆CiNii Books

http://ci.nii.ac.jp/books/

より細かいテーマを調べるなら、雑誌論文・記事(学術雑
誌等に掲載されている論文・記事)がオススメ！

☆Cinii Articles（日本語論文）
http://ci.nii.ac.jp/ja
※「機関リポジトリ」「オープンアクセス」
などのアイコンがでていたらweb上で読める！

☆SCOPUS（海外論文）
https://www.scopus.com/
※世界中の論文を対象に探せるぞ！

読みたい論文が決まったら、
愛媛大学に掲載誌の所蔵があるかを探そう！

☆愛媛大学図書館 蔵書検索(OPAC)
http://opac.lib.ehime-u.ac.jp
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しんぶん

でーたべーす

世の中で起こっている“生きた”時事情報を探すには、
新聞が最適！
データベースではキーワードからも記事を探せるぞ！

★新聞データベース一覧（一部学内限定）
図書館HP（http://www.lib.ehime-u.ac.jp/）
→論文記事を探す
→全てのデータベース
→左メニュー：論文・記事を探す「新聞」

☆朝日新聞（ 聞蔵II（きくぞう２）ビジュアル ）
☆日経新聞（ 日経テレコン21 ）
☆読売新聞（ ヨミダス文書館）
☆愛媛新聞（ 愛媛新聞データベース 、愛媛新聞 電子版）

論文や新聞を探すデータベース以外にも
便利なデータベースがたくさん！
下調べや調査に使ってみよう！

★データベース一覧（一部学内限定）
図書館HP（http://www.lib.ehime-u.ac.jp/）
→論文記事を探す
→全てのデータベース

【総合】
☆ 日経BP記事検索サービス 大学版
日経BP社発行の雑誌が読めるデータベース

【データ集・辞書・地図】
☆JapanKnowledge Lib（ジャパンナレッジ）
数十種類の辞書や百科辞典を検索できるデータベース

☆KOD（Kenkyusha Online Dictionary）
十数種類の英語・国語辞典等を検索できるデータベース

データベース以外に、
朝日新聞は縮刷版、愛媛新聞はマイクロフィルムで
創刊号から読むこともできるぞ！

「Gakunin」マークがついているデータベースは、
学外からでも愛媛大学アカウント(学生の場合は修学支援
システムのIDとパスワード）で使えるぞ！

Gakunin
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調べた資料をメモしておこう



・貸出状況は蔵書検索(OPAC)で確認できます。
・貸出中の図書は予約できます。
・図書は他キャンパスからも取寄せ可能です(一部できないものもあります)。

通常の
配置場所

請求記号 書名 著者,出版社等

2F-東 0 002.7/AS 「見る」と「書く」との出会い : フィールド観察学入門 麻生武著. 新曜社, 2009.

2F-東 0 002.7/TO 大学での学び方 : 「思考」のレッスン 東谷護著. 勁草書房, 2007.

2F-東 1 140.7/FI
心理学実験・研究レポートの書き方 : 学生のための初歩から
卒論まで

B.フィンドレイ著 細江達郎, 細
越久美子訳. 北大路書房, 1996.

2F-東 1 140.7/MA 心理学論文の書き方 : 卒業論文や修士論文を書くために
松井豊著. 改訂新版. 河出書房新
社, 2010.

2F-東 1 140.7/SI/1 心理学のためのレポート・卒業論文の書き方
杉本敏夫著. サイエンス社, 
2005. (心理学セミナーテキス
トライブラリ ; 1).

2F-東 1 140.7/TU 心理学論文の書き方 : おいしい論文のレシピ
都筑学著. 有斐閣, 2006. (有斐
閣アルマ ; Basic).

2F-東 3 307/BE ベッカー先生の論文教室
ハワード・S・ベッカー著 ; 小
川芳範訳. 慶應義塾大学出版会, 
2012.

2F-東 3 307/IS
社会科学系のための英語研究論文の書き方 : 執筆から発表・
投稿までの基礎知識

石井クンツ昌子著. ミネルヴァ
書房, 2010.

2F-東 3 311.07/VA 政治学のリサーチ・メソッド
スティーヴン・ヴァン・エヴェ
ラ著 ; 野口和彦, 渡辺紫乃訳. 勁
草書房, 2009.

2F-東 3 321.07/VO リーガル・ライティング : 法律論文の書き方
ユージン・ヴォロック著 ; 指宿
信, 岩川直子訳. 日本評論社, 
2009.

2F-東 3 330.7/KO 経済論文の技法 : データが語る・データで語る 小浜裕久著. 日本評論社, 2009.

2F-東 3 330.7/KO 経済論文の作法 : 勉強の仕方・レポートの書き方
小浜裕久, 木村福成著. 第3版. 
日本評論社, 2011.

2F-東 3 330.7/KO 経済論文の作法 : 勉強の仕方・レポートの書き方
小浜裕久, 木村福成著. 増補版. 
日本評論社, 1998.

2F-東 3 336.55/NI
レポート・報告書の書き方 : すぐ書ける・そのまま使える88
文例付き

日本実業出版社編. 日本実業出
版社, 2001.

2F-東 3 377.15/GA
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. 改訂版. 実教出版, 2015.

2F-東 3 377.15/WA
大学への文章学 : コミュニケーション手段としてのレポー
ト・小論文

渡辺哲司著. 学術出版会, 2013.

2F-東 3 377.9/TU 就職に成功する小論文800字攻略法
土屋書店企画制作部著. 土屋書
店, 2010.

2F-東 6 610.7/NO 農学・バイオ系英語論文ライティング
池上正人編著 ; 腰岡政二 [ほか] 
著. 朝倉書店, 2015.

展示図書一覧

書名 著者,出版社等

大学生のための論文・レポートの論理的な書き方 渡邊淳子著. 研究社, 2015.

学生・院生のためのレポート・論文の作成マニュアル 滝川好夫著 ; electronic bk. 税務経理協会, 2011

電子ブック

図書 ※展示期間中は展示コーナーにあり

http://opac.lib.ehime-u.ac.jp/
http://www.lib.ehime-u.ac.jp/SVC/#ill
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00413437
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00347901
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00183007
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00455022
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00041900
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00338418
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30110003
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00441017
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00426460
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00427368
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00406607
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30065505
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00206423
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00254690
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30239993
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30195350
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00452880
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30248361
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30247683
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/EB30212898


通常の
配置場所

請求記号 書名 著者,出版社等

2F-東 7 778.07/ON 映画でレポート・卒論ライティング術 小野俊太郎著. 松柏社, 2011.

2F-東 シラバス 和 080/T1/624 理科系の作文技術
木下是雄著. 中央公論社, 1981. 
(中公新書).

2F-東 シラバス 和 146.3/ES エッセンシャルズ心理アセスメントレポートの書き方
エリザベス・O・リヒテンバー
ガー [ほか] 著. 日本文化科学社, 
2008.

2F-東 シラバス 和 430.7/IM 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.

2F-東 シラバス 和 430.7/KA 化学のレポートと論文の書き方
小川雅弥監修代表. 改訂. 化学同
人, 1999.

2F-東 シラバス 和 507.7/KA 必携技術英文の書き方55のルール 片岡英樹著. 創元社, 2004.

2F-東 シラバス 和 816.5/RY
留学生と日本人学生のためのレポート・論文表現ハンド
ブック

二通信子 [ほか] 著. 東京大学出
版会, 2009.

2F-東 シラバス 和 816.5/SA 学術論文の技法
斉藤孝, 西岡達裕著. 新訂版. 日本
エディタースクール出版部, 
2005.

3F-西 8 809.6/CR 大学で学ぶ議論の技法

T・W・クルーシアス, C・E・
チャンネル著 ; 杉野俊子, 中西千
春, 河野哲也訳. 慶應義塾大学出
版会, 2004.

3F-西 8 816.5/BU 「文化系」学生のレポート・卒論術
渡辺潤, 宮入恭平編著. 青弓社, 
2013.

3F-西 8 816.5/DA 大学生の文章術 : レポート・論文の書き方
旺文社編. 旺文社, 2015. (大学生
活+2 (ジュウジツ) 選書).

3F-西 8 816.5/DA
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

ノートルダム清心女子大学人間
生活学科編. 大学教育出版, 
2011.

3F-西 8 816.5/HA 引用する極意引用される極意
林紘一郎, 名和小太郎著. 勁草書
房, 2009.

3F-西 8 816.5/HA ハンドブック論文・レポートの書き方 宮地裕[ほか]編. 明治書院, 1997.

3F-西 8 816.5/HI
樋口裕一の小論文トレーニング : 書かずに解ける新方式
でいつでもどこでもパワーアップ! 

樋口裕一著. 新装版. ブックマン
社, 2005. (大学受験合格請負シ
リーズ).

3F-西 8 816.5/HI 小論文これだけ! 
樋口裕一著. 東洋経済新報社, 
2004.

3F-西 8 816.5/HI やさしい文章術 : レポート・論文の書き方
樋口裕一著. 中央公論新社, 
2002. (中公新書ラクレ ; 73).

3F-西 8 816.5/HU 論文・レポートの文章作成技法 : 論理の文章術
古郡廷治著. 日本エディタース
クール出版部, 2006.

3F-西 8 816.5/HU 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.

3F-西 8 816.5/IN
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.

3F-西 8 816.5/IN 思考を鍛えるレポート・論文作成法
井下千以子著. 慶應義塾大学出版
会, 2013.

3F-西 8 816.5/IS 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.

3F-西 8 816.5/IS 大学生の論文執筆法
石原千秋著. 筑摩書房, 2006. (ち
くま新書 ; 600).

3F-西 8 816.5/IS 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.

3F-西 8 816.5/IZ 論文&レポートの書き方 泉忠司著. 青春出版社, 2009.

3F-西 8 816.5/KI 大学生のための論理的に書き、プレゼンする技術
菊田千春, 北林利治著. 東洋経済
新報社, 2006.

3F-西 8 816.5/KI 「名文」に学ぶ表現作法
木下長宏著. 明石書店, 2005. (大
学生のためのレポート・小論文
の書きかた

3F-西 8 816.5/KO レポート・論文の書き方入門
河野哲也著. 第3版. 慶應義塾大学
出版会, 2002.

http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30062074
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00109415
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00375391
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00460879
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00243825
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00047998
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00430950
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00356822
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00036053
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30170910
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30247641
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30038711
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00426769
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00229576
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00356097
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00356070
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00035735
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00341592
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00425811
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30209987
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30169287
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30183238
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00335011
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30092005
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30092007
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30143207
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00049261
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00346340


通常の
配置場所

請求記号 書名 著者,出版社等

3F-西 8 816.5/KU
大学・大学院への「小論文」と「日本語表現」 : 学生・社
会人対応 : あらゆる試験を突破する日本語能力を磨く

工藤美知尋著. ダイヤモンド社, 
2010.

3F-西 8 816.5/KU
さらさら書ける小論文練習帳 : レポート・作文にも使える
書き方と例文

轡田隆史著. 静山社, 2010. (静山
社文庫 ; [B-く-1-1]).

3F-西 8 816.5/MA
大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の
方法

松本茂, 河野哲也著. 改訂第2版. 玉
川大学出版部, 2015.

3F-西 8 816.5/MI
学術論文のための著作権Q&A : 著作権法に則った「論文
作法」

宮田昇著. 新訂2版. 東海大学出版
会, 2008.

3F-西 8 816.5/MI 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.

3F-西 8 816.5/MU
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.

3F-西 8 816.5/NI
日本語表現力 : アカデミック・ライティングのための基礎
トレーニング

石塚正英, 黒木朋興編著 ; 工藤豊
[ほか] 著. 朝倉書店, 2016.

3F-西 8 816.5/OD 大学作文ポートフォリオ : 自分の考えを創る
小田玲子著. アカデメイア・プレス, 
2012.

3F-西 8 816.5/OO だれも教えなかったレポート・論文書き分け術
大竹秀一著. エスシーシー, 2005. 
(SCC books).

3F-西 8 816.5/OU
学術論文の作法 : (付)リサーチペーパー・小論文・答案の
書き方

近江幸治著. 第2版. 成文堂, 2016.

3F-西 8 816.5/PI
ピアで学ぶ大学生の日本語表現 : プロセス重視のレポート
作成

大島弥生 [ほか] 著. 第2版. ひつじ
書房, 2014.

3F-西 8 816.5/PI
ピアで学ぶ大学生の日本語表現 : プロセス重視のレポート
作成

大島弥生 [ほか] 著. ひつじ書房, 
2005.

3F-西 8 816.5/RE
レポート・論文をさらによくする「書き直し」ガイド : 大
学生・大学院生のための自己点検法29 

佐渡島紗織, 坂本麻裕子, 大野真澄
編著. 大修館書店, 2015.

3F-西 8 816.5/SA 大学院入試小論文の書き方 佐々木昭則著. 法学書院, 2011.

3F-西 8 816.5/SA 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.

3F-西 8 816.5/SA これから論文を書く若者のために
酒井聡樹著. 究極の大改訂版. 共立
出版, 2015.

3F-西 8 816.5/SA 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.

3F-西 8
816.5/SA/20
09

最新最強の作文・小論文
成美堂出版編集部編 ; ['08年版] -
'13年版. 成美堂出版, 2006.

3F-西 8 816.5/SI よくわかる卒論の書き方
白井利明, 高橋一郎著. 第2版. ミネ
ルヴァ書房, 2013. (やわらかアカ
デミズム・「わかる」シリーズ).

3F-西 8 816.5/SI
できる研究者の論文生産術 : どうすれば「たくさん」書け
るのか

ポール・J・シルヴィア著 ; 高橋さ
きの訳. 講談社, 2015.

3F-西 8 816.5/TA 卒業論文・修士論文作成の要点整理実践マニュアル 滝川好夫著. 税務経理協会, 2014.

3F-西 8 816.5/TO 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. (NHKブックス ; 1194).

3F-西 8 816.5/TO 卒論を書こう : テーマ探しからスタイルまで 栩木伸明著. 第2版. 三修社, 2006.

3F-西 8 816.5/TU 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.

3F-西 8 816.5/UM 論理コミュニケーション
梅嶋真樹 [ほか] 著. 第2版. 慶應義
塾大学出版会, 2015.

3F-西 8 816.5/YA
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.

3F-西 8 816.5/YO 大学生と大学院生のためのレポート・論文の書き方
吉田健正著. 第2版. ナカニシヤ出
版, 2004.

3F-西 8 816.5/YO 大学生と大学院生のためのレポート・論文の書き方
吉田健正著. ナカニシヤ出版, 
1997.

3F-西 8 836.5/ED 英文校正会社が教える英語論文のミス100 
エディテージ著 ; 熊沢美穂子
訳. ジャパンタイムズ, 2016.

http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00454181
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00452899
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30244379
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30266969
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00035947
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30160909
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30261251
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30195462
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00049599
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30268008
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30240151
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00342208
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30260674
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30039983
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00372483
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30244638
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00347136
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00452298
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30158049
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30244971
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30228458
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30119594
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00358156
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30263926
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30244639
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30225538
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00047108
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00201656
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30259241


通常の
配置場所

請求記号 書名 著者,出版社等

3F-西 8 836.5/NA
大学生のためのアカデミック英文ライティング : 検定試
験対策から英文論文執筆まで

中谷安男著 ; コンラド・ビュー
シス英文校閲. 大修館書店, 
2016.

3F-西 8 836.5/SA 英語論文の書き方入門
迫桂, 徳永聡子著. 慶應義塾大学
出版会, 2012.

3F-西 8 836.5/UE 英語論文・レポートの書き方
上村妙子, 大井恭子著. 研究社, 
2004.

3F-西 8 836.5/WA
はじめての英語論文引ける・使えるパターン表現&文例
集

和田朋子著. 増補改訂版. すばる
舎, 2013.

3F-西 8 836.5/WR
Writing for academic purposes : 英作文を卒業して英
語論文を書く

田地野彰, ティム・スチュワート, 
デビッド・ダルスキー編. ひつじ
書房, 2010.

3F-西 8 836.5/YA
英語論文表現入門 : 中高基本150語から学ぶ英語学術表
現の世界

安原和也著. 大学教育出版, 
2011.

3F-東奥 4 407/DA
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.

3F-東奥 4 407/KA
国際誌エディターが教えるアクセプトされる論文の書き
かた

上出洋介著. 丸善出版, 2014.

3F-東奥 4 407/LE
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.

3F-東奥 4 407/NI
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.

3F-東奥 4 407/YO 理系英語論文を書くための類義語使い分けBOOK 
横田浩章, 妻鳥千鶴子著. ベレ出
版, 2007. (Beret books).

3F-東奥 4 407/YO
〈即戦力になる〉実験ノート入門 : 効果的なレポート・
論文の書き方

吉村忠与志著. 技術評論社, 
2016. (わかる基礎入門シリー
ズ).

3F-東奥 4 430.7/KA
化学のレポートと論文の書き方. -- 増補版. -- 化学同人, 
1989. 

0

3F-東奥 4 432/IW 化学実験のルールとレポートの書き方 岩本振武著. 洞史社.

3F-東奥 5 507.7/GI 技術レポート作成と発表の基礎技法
野中謙一郎 [ほか] 共著. コロナ
社, 2008.

3F-東奥 5 507.7/MC
NASAに学ぶ英語論文・レポートの書き方 : NASA SP-
7084テクニカルライティング

メアリ・K・マカスキル著 ; 片岡
英樹訳・解説. 共立出版, 2012.

3F-東奥 5 507.7/PE 情報整理からはじめるテクニカル・ライティング
Thomas E.Pearsall, Kelli 
Cargile Cook [著] ; 都田青子訳. 
丸善, 2010.

3F-働く応援
080/BU/184
7

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」

倉島保美著. 講談社, 2014. (ブ
ルーバックス ; B-1847).

3F-文庫・新書
080/BU/179
3

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

倉島保美著. 講談社, 2012. (ブ
ルーバックス ; B-1793).

3F-文庫・新書 080/KO/297レポート・小論文・卒論の書き方
保坂弘司 [著]. 講談社, 1978. 
(講談社学術文庫 ; 297).

3F-文庫・新書
080/KO/G2
021

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. (講談社現代新書 ; 
2021).

3F-文庫・新書 080/TI/P158考える力をつける論文教室
今野雅方著. 筑摩書房, 2011. 
(ちくまプリマー新書 ; 158).

http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30262316
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30097228
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00031354
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30249169
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00456477
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30066040
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30088741
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30219954
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00032233
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30247688
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30248445
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30265085
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00082992
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00214837
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30108703
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30086604
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30058166
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30204707
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30124194
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00008680
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB00424692
http://opac2.lib.ehime-u.ac.jp/webopac/BB30038959


どうする？

たいさく

ていしゅつ

ー 愛媛大学図書館 ー


