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001067466 研究者のための助成金応募ガイド 2018 助成財団 助成財団センター 助成財団センター 2018/03 窓下－1階入口側 377.7-J76-18

001068416 研究者のための助成金応募ガイド 2019 助成財団 助成財団センター 助成財団センター 2019/02 窓下－1階入口側 377.7-J76-19

001069758 研究者のための助成金応募ガイド 2020 助成財団 助成財団センター 助成財団センター 2020/02 窓下－1階入口側 377.7-J76-20

001050290 科研費の解説  第3次改訂 確かな理解のために 遠藤啓 ぎょうせい 2005/09 棚20右側 （２階） 377.7-E59

001068720 科研費改革と研究計画書の深化 牛尾則文 地域科学研究会 2018/10 棚20右側 （２階） 377.7-Ka24

001066259 科研費申請書の赤ペン添削ハンドブック 児島将康 羊土社 2016/09 棚20右側 （２階） 377.7-Ko39

001064762 科研費獲得の方法とコツ  改訂第4版 児島将康 羊土社 2015/08 棚20右側 （２階） 377.7-Ko39

001068723 科研費獲得の方法とコツ  改訂第6版 児島将康 羊土社 2018/08 棚20右側 （２階） 377.7-Ko39

001066242 科研費採択される3要素 アイデア・業績・見栄え 郡健二郎 医学書院 2016/07 棚20右側 （２階） 377.7-Ko79

001067248 科研費採択される3要素  第2版 アイデア・業績・見栄え 郡健二郎 医学書院 2017/06 棚20右側 （２階） 377.7-Ko79

001068725 採択される科研費申請ノウハウ  改訂版 岡田益男 アグネ技術センター 2017/09 棚20右側 （２階） 377.7-O38

001058861 研究計画書の点検と進化の実際 小山内優 小澤芳明 地域科学研究会 2011/10 棚20右側 （２階） 377.7-O74

001066246 科研費採択に向けた効果的なアプローチ 塩満典子 北川慶子 学文社 2016/09 棚20右側 （２階） 377.7-Sh74

001065842 合格ナビ!研究計画書の書き方 千島昭宏 東京図書 2016/02 棚20左側 （２階） 376.8-C48

001002530 臨床デｰタのまとめかた 研究計画から論文作成まで 三宅由子 杏林書院 1992/03 棚５右側 (１階) 490.19-MI76

001054771 いざ,倫理審査委員会へ 尾藤誠司 健康医療評価研究機構 2008/11 棚５右側 (１階) 490.7-R45-9

001067249 看護研究サポートブック  改訂4版 足立はるゑ メディカ出版 2017/02 棚２右側 (１階) N251-A16

001032224 看護研究計画書 作成の基本ステップ
Pamela J. Brink
Marilynn J. Wood

日本看護協会出版会 1999/06 棚２右側 (１階) N251-B73

001063164 心理学論文の書き方  改訂新版 松井豊 河出書房新社 2010/07 棚12右側 （２階） 140.7-Ma77

001035341 ユーザーのための心理データの多変量解析法 山際勇一郎 田中敏 教育出版 1997/11 棚12右側 （２階） 140.7-Y23

001060053 NASAに学ぶ英語論文・レポートの書き方 メアリ・K・マカスキル 共立出版 2012/02 棚４右側 (１階) 407-Ma13

001019621 科学論文の書き方  増補第32版 田中義麿 田中潔 裳華房 1987/04 棚４右側 (１階) 407-Ta84

001023455 ユ－ザ－のための教育・心理統計と実験計画法  新訂 田中敏 山際勇一郎 教育出版 1992/09 棚４右側 (１階) 417-Ta84

001004814 化学英語 論文と手紙の書き方 湊宏 ロナルド･L.リッチ 東京化学同人 1976/09 棚４右側 (１階) 430.7-MI39

001065768 雑誌編集長が欲しがる!! 医学論文の書き方 浅井隆 イムジック出版 2016/06 棚５右側 (１階) 490.7-A83

001054766 実例による医学英語論文の書き方 文章構成のポイント ロバート・ビョーク メジカルビュー社 1987/11 棚５右側 (１階) 490.7-B51

001030858 EBM医学英語論文の書き方・発表の仕方 ウォーレン S.ブラウナー 医学書院 2001/03 棚５右側 (１階) 490.7-B77

001054761 理科系のためのはじめての英語論文の書き方 廣岡慶彦 ジャパンタイムズ 2001/03 棚５右側 (１階) 490.7-H71

001054767 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 研究社 2009/09 棚５右側 (１階) 490.7-H71

001054757 ライフ・サイエンスにおける英語論文の書き方 市原 A.エリザベス 共立出版 1982/03 棚５右側 (１階) 490.7-I13

001054756 英語論文・レポートの書き方 上村妙子 大井恭子 研究社 2004/02 棚５右側 (１階) 490.7-Ka37

001054759 日本人研究者が間違えやすい英語科学論文の正しい書き方 Ann M. Körner 羊土社 2005/09 棚５右側 (１階) 490.7-Ko79

001054762 科学者・技術者のための英語論文の書き方 
Robert M.Lewis Nancy
L.Whitby Evan R.Whitby

東京化学同人 2004/01 棚５右側 (１階) 490.7-L59

001054758 Judy先生の英語科学論文の書き方 野口ジュディー 松浦克美 講談社 2000/10 棚５右側 (１階) 490.7-N93

001038026 医学英語論文の賢い書き方 Masao Okazaki メジカルビュー社 1999/06 棚５右側 (１階) 490.7-O48

001054764 ポイントで学ぶ科学英語論文の書き方 小野義正 丸善 2001/03 棚５右側 (１階) 490.7-O67

001048718 保健・医療・福祉のための論文のまとめ方と書き方 鈴木庄亮 川田智之 南江堂 1999/05 棚５右側 (１階) 490.7-Su96

001045332 レポート・小論文の書き方 江川純 日本経済新聞社 1998/02 棚23左側 （２階） 816.5-E29

001054704 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 日外アソシエーツ 2009/04 カウンター 816.5-F67

001045413 論文の書き方マニュアル 花井等 若松篤 有斐閣 1997/12 棚23左側 （２階） 816.5-H27

001044849 やさしい文章術 レポート・論文の書き方 樋口裕一 中央公論新社 2002/12 棚23左側 （２階） 816.5-H56

001035747 レポート・論文の書き方入門  第3版 河野哲也 慶應義塾大学出版会 2002/12 棚23左側 （２階） 816.5-Ko76

001045240 評価される博士・修士・卒業論文の書き方・考え方 新堀聰 同文舘出版 2004/06 棚23左側 （２階） 816.5-N72

001035398 レポート・論文の書き方 上級 櫻井雅夫 慶應義塾大学出版会 1998/11 棚23左側 （２階） 816.5-Sa47

001046236 博士・修士・卒業論文の書き方 佐藤孝一 同文舘出版 1973/06 棚23左側 （２階） 816.5-Sa85

001044833 論文の書き方 澤田昭夫 講談社 1977/06 棚23左側 （２階） 816.5-Sa93
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●科研費



001023741 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 ナカニシヤ出版 1997/05 棚23左側 （２階） 816.5-Y86

001017617 論文の書き方 岩波新書 清水幾太郎 岩波書店 1959/03 移動式書架Ｌ 816-Sh49

001012910 英語小論文の書き方 英語のロジック･日本語のロジック 加藤恭子 講談社 1992/11 棚24左側 （２階） 836.5-KA86

001008816 英語論文の書き方 ケイト･L.トゥラビアン 研究社出版 1980/05 棚24左側 （２階） 836.5-TU6

001060211 看護研究の進め方論文の書き方  第2版 早川和生 医学書院 2012/10 棚２右側 (１階) N251-H46

001010482 看護論文の書き方 内藤寿喜子 メヂカルフレンド社 1970/11 閉架Ⅶ左側 N251-N29

001064951 看護師に役立つレポート・論文の書き方  改訂3版 高谷修 金芳堂 2012/12 棚２右側 (１階) N251-Ta56

001060102 看護学生のためのレポート・論文の書き方  改訂4版 高谷修 金芳堂 2012/03 棚２右側 (１階) N251-Ta56

001066331 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 照林社 2015/03 棚２右側 (１階) N251-U14

001065292 学生・研究者のための使える!PowerPointスライドデザイン 宮野公樹 化学同人 2009/04 棚11 （２階） 007.6-Mi79

001035225 フィールドワークを歩く 文科系研究者の知識と経験 須藤健一 嵯峨野書院 1996/06 棚18左側 （２階） 361.9-Su14

001046079 ともに生きる歩み 家族・研究者・実践者として 藤井達也 やどかり出版 2004/08 棚10右側 (１階) 369.28-F57

001054772 研究資金獲得法 研究者・技術者・ベンチャー起業家へ 塩満典子 室伏きみ子 丸善 2008/11 棚20右側 （２階） 377.7-Sh74

001065293 学生・研究者のための伝わる!学会ポスターのデザイン術 宮野公樹 化学同人 2011/11 棚４右側 (１階) 407-Mi79

001064755 研究を深める5つの問い 「科学」の転換期における研究者思考 宮野公樹 講談社 2015/04 文庫・新書コーナー 407-Mi79

001027544 理系の女の生き方ガイド 女性研究者に学ぶ自己実現法 宇野賀津子 坂東昌子 講談社 2000/10 文庫・新書コーナー 407-U77

001019567 上手なプレゼンテ-ションのコツ 若い研究者のための 『化学』編集部 化学同人 1994/05 棚４右側 (１階) 430.7-Ka16

001054921 生命に魅せられた研究者たち 医学出版センター 1996/08 棚４右側 (１階) 460.28-Se18

001055205 ロマンチックな科学者 続 新しい生物学に挑戦する気鋭の研究者たち 井川洋二 羊土社 2000/03 棚４右側 (１階) 460.2-I31

001012810 実用マッキントッシュ 医学･生物学研究者のために 青木宏之 金原出版 1992/05 閉架Ⅷ右側 490.19-A53

001054697 医薬研究者のための研究デザインに合わせた統計手法の選び方 奥田千恵子 金芳堂 2009/05 棚５右側 (１階) 490.19-O54

001050248 医学・自然科学研究者のための学術論文・電子投稿マニュアル 
フェデリコ・ディロッコ
大井静雄

メジカルビュー社 2006/10 棚５右側 (１階) 490.7-D78

001054759 日本人研究者が間違えやすい英語科学論文の正しい書き方 Ann M. Körner 羊土社 2005/09 棚５右側 (１階) 490.7-Ko79

001054828 医学・生物学研究者のための絶対話せる英会話 東原和成 羊土社 1999/04 移動式書架Ｋ 左側 490.7-To23

001068721 研究者・技術者のための文書作成・プレゼンメソッド 池川隆司 日本評論社 2018/03 棚21右側 （２階） 507.7-I33

001053499 理系のための法律入門 井野邊陽 講談社 2009/04 文庫・新書コーナー 507-I55

001064757 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 講談社 2015/04 棚23左側 （２階） 816.5-Si4

001066255 できる研究者の論文作成メソッド ポール・J・シルヴィア 講談社 2016/12 棚23左側 （２階） 816.5-Si4

001066215 臨床ナースから看護研究者まで研究発表のプレゼンもっとよくなります! 前田樹海 日本看護協会出版会 2016/11 棚２右側 (１階) N251-Ma14

001055773 医薬研究者のための評価スケールの使い方と統計処理 奥田千恵子 金芳堂 2007/06 棚２右側 (１階) N252-O54

001060931 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 近畿病院図書室協議会 2013/01 棚２右側 (１階) N252-Su87

●その他　研究の進め方


