研究のかたち－公正な学術活動をサポートする135冊－
タイトル

請求記号

1

Ethics in science : ethical misconduct in scientific research / John D'Angelo ; : pbk. -- CRC Press,
c2012. -- xvii, 112 p. ; 24 cm.

2

Scientific integrity : text and cases in responsible conduct of research / Francis L. Macrina ; : pbk. 002.7/MA24
- 4th ed. -- ASM, c2014. -- xxxii, 530 p. : ill. ; 26 cm.

3

人文・社会科学のための研究倫理ガイドブック / 眞嶋俊造, 奥田太郎, 河野哲也編著. -- 慶應義塾大
002.7/MA32
学出版会, 2015.10. -- ix, 257p : 挿図 ; 21cm.

4

Research ethics : cases and materials / edited by Robin Levin Penslar ; : hard, : pbk. -- Indiana
University Press, c1995. -- xvi, 278 p. ; 24 cm.

002.7/P38

5

できる研究者の論文作成メソッド : 書き上げるための実践ポイント / ポール・J・シルヴィア著 ; 高橋さ
きの訳. -- 講談社, 2016.12. -- xii, 258p : 挿図 ; 19cm.

002.7/SI4

6

社会人・学生のための情報検索入門 / 味岡美豊子著. -- ひつじ書房, 2009.5. -- vi, 208p : 挿図 ;
21cm.

007.5/A27

7

学術情報流通とオープンアクセス / 倉田敬子著. -- 勁草書房, 2007.8. -- ix, 196p : 挿図 ; 22cm.

007.5/KU56

8

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2版. -- 丸善出版, 2015.4. -- xxii, 297p : 挿図 ; 21cm.

007.6/I27

9

Scholarly communication in library and information services : the impact of open access journals and
e-journals on a changing scenario / Bhaskar Mukherjee ; : pbk.. -- Chandos Publishing, 2010. -- xix, 010/MU25
297 p. : ill., tables ; 24 cm. -- (Chandos information professional series).

10

図書館のプロが伝える調査のツボ / 高田高史編著. -- 柏書房, 2009.7. -- v, 310p : 挿図 ; 20cm.

015.2/TA55

11

著作権法入門 / 文化庁文化部著作権課内著作権法令研究会編著 ; 平成8年度版 - 2014-2015. -著作権情報センター, 1996.7-. -- 冊 ; 21cm.

021.2/C54/2014-2015

12

18歳の著作権入門 / 福井健策著. -- 筑摩書房, 2015.1. -- 202, ivp : 挿図 ; 18cm. -- (ちくまプリマー
021.2/F76
新書 ; 225).

13

美術作家の著作権 : その現状と展望 / 福王寺一彦, 大家重夫著. -- 里文出版, 2014.2. -- 522, 71p :
021.2/F81
挿図, 肖像 ; 22cm.

14

The fight over digital rights : the politics of copyright and technology / Bill D. Herman ; : pbk. -Cambridge University Press, 2014. -- xix, 243 p. : ill. ; 23 cm.

15

現場で使える美術著作権ガイド / 甲野正道, 山梨俊夫著 ; 全国美術館会議編. -- ブリュッケ. -- 167p
021.2/KO76
; 21cm.

16

Q&Aで学ぶ写真著作権 / 日本写真家協会著作権委員会編著. -- 太田出版, 2012.4. -- 179p, 図版
xvp ; 21cm. -- (ユニ知的所有権ブックス ; no. 15).

17

映像の著作権 / 二瓶和紀, 宮田ただし著. -- 太田出版, 2012.7. -- 154p ; 21cm. -- (ユニ知的所有権
021.2/N71
ブックス ; no. 16).

18

知らないとあぶない!著作権トラブル / 富樫康明著. -- 花伝社. -- 187p : 挿図 ; 19cm.

021.2/TO21

19

編集者の著作権基礎知識 / 豊田きいち著. -- 太田出版, 2012.11. -- xvii, 219, 21p ; 21cm. -- (ユニ
知的所有権ブックス ; NO.17).

021.2/TO83

20

デジタルコンテンツの著作権Q&A / 結城哲彦著. -- 中央経済社, 2014.5. -- ii, iv, 198p : 挿図 ; 21cm. 021.2/Y97

21

コピペと捏造 : どこまで許されるのか表現世界の多様性を探る / 時実象一著. -- 樹村房, 2016.11. -021.5/TO33
222p : 挿図 ; 19cm.

22

Open access : what you need to know now / Walt Crawford ; : pbk. -- American Library Association,
023/C91
2011. -- iv, 76 p. ; 28 cm. -- (ALA Editions special reports).

23

The academic book of the future / edited by Rebecca E. Lyons and Samantha J. Rayner ; : hardback.
023/L99
-- Palgrave Macmillan, 2016. -- xii, 120 p. ; 23 cm. -- (Palgrave pivot).

24

Developing open access journals : a practical guide / David Solomon ; : pbk. -- Chandos Pub., 2008.
-- xiv, 192 p. ; 24 cm. -- (Chandos publishing series).

023/SO34

25

Open access / Peter Suber ; : pbk. -- MIT Press, c2012. -- xii, 242 p. ; 18 cm. -- (The MIT Press
essential knowledge series).

023/SU11

26

Societal benefits of freely accessible technologies and knowledge resources / Oswaldo Ter?n, Jose
Aguilar ; : hardcover. -- Information Science Reference, c2015. -- xx, 361 p. : ill. ; 29 cm. -- (Premier
023/TE55
reference source)(Advances in knowledge acquisition, transfer, and management (AKATM) book
series).

002.7/D36

021.2/H53

021.2/N71
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27

いま世界の哲学者が考えていること = Philosophical challenges in the 21st century / 岡本裕一朗著.
104/O42
-- ダイヤモンド社, 2016.9. -- 318p : 挿図 ; 19cm.

28

心理学者のための研究倫理 : 事例に学ぶ / 安藤寿康, 安藤典明編. -- 第2版. -- ナカニシヤ出版,
2011.11. -- xiii, 240p ; 22cm.

140.7/A47

29

Publication manual of the American Psychological Association ; : softcover, : hardcover, : spiral
bound. -- 6th ed. -- American Psychological Association, c2010. -- xviii, 272 p. : ill. ; 26 cm.

140.7/P96

30

Research ethics and integrity for social scientists : beyond regulatory compliance / Mark Israel ; :
hbk.. -- 2nd ed. -- SAGE, 2015. -- xi, 247 p. ; 25 cm.

307/I85

31

社会科学系のための「優秀論文」作成術 : プロの学術論文から卒論まで / 川崎剛著. -- 勁草書房,
2010.4. -- x, 182p ; 21cm.

307/KA97

32

The right to bodily integrity / edited by A.M. Viens. -- Ashgate, c2014. -- xx, 558 p. ; 26 cm. -(International library of essays on rights).

316.1/V68

33

Ethical justice : applied issues for criminal justice students and professionals / Brent E. Turvey, Stan
327.9/TU8
Crowder. -- Academic Press is an imprint of Elsevier, 2013. -- xxiv, 472 p. : ill. ; 25 cm.

34

Wordで作る長文ドキュメント : 論文・仕様書・マニュアル作成をもっと効率的に : 2010/2007/2003/2002
336.57/N86
対応 / 西上原裕明著. -- 技術評論社, 2011.10. -- 263p ; 23cm. -- (Wordで作ったWordの本).

35

Research ethics and social movements : scholarship, activism and knowledge production / edited by
361.4/G45
Kevin Gillan and Jenny Pickerill. -- Routledge, 2015. -- xi, 151 p. ; 25 cm.

36

Researching values with qualitative methods : empathy, moral boundaries and the politics of research
361.9/B32
/ Antje Bednarek-Gilland ; : hbk. -- Ashgate Pub., c2015. -- 122 p. ; 24 cm.

37

Advanced qualitative research : a guide to using theory / Michelle O'Reilly & Nikki Kiyimba ; : pbk, :
[hardcover]. -- Sage, 2015. -- xiv, 223 p. : ill. ; 25 cm.

361.9/O71

38

Cheating lessons : learning from academic dishonesty / James M. Lang ; : hardcover. -- Harvard
University Press, 2013. -- viii, 256 p. ; 22 cm.

371.4/L24

39

Guiding students from cheating and plagiarism to honesty and integrity : strategies for change / Ann
371.4/L34
Lathrop and Kathleen Foss. -- Libraries Unlimited, 2005. -- xix, 264 p. ; 24 cm.

40

Student cheating and plagiarism in the Internet era : a wake-up call / Ann Lathrop and Kathleen
Foss ; : pbk. -- Libraries Unlimited, c2000. -- xiv, 257 p. : ill. ; 24 cm.

371.4/L34

41

The academic's handbook / edited by A. Leigh DeNeef and Craufurd D. Goodwin ; : cloth, : pbk. -3rd ed. -- Duke University Press, 2007. -- viii, 407 p. ; 24 cm.

377.13/D57

42

学生を思考にいざなうレポート課題 / 成瀬尚志編. -- ひつじ書房, 2016.12. -- xii, 168p : 挿図 ; 21cm. 377.15/N54

43

文章チュータリングの理念と実践 : 早稲田大学ライティング・センターでの取り組み / 佐渡島紗織, 太
田裕子編. -- ひつじ書房, 2013.3. -- xiii, 277p ; 21cm.

377.15/SA13

44

大学生学びのハンドブック : 勉強法がよくわかる! / 世界思想社編集部編. -- 3訂版. -- 世界思想社,
2015.3. -- 127p : 挿図 ; 21cm.

377.15/SE22

45

「書くのが苦手」をみきわめる : 大学新入生の文章表現力向上をめざして / 渡辺哲司著. -- 学術出版
377.15/W46
会. -- 146p ; 19cm.

46

ポストドクター : 若手研究者養成の現状と課題 / 北野秋男著. -- 東信堂, 2015.1. -- ix, 312p ; 22cm.

377.5/KI69

47

科研費申請書の赤ペン添削ハンドブック / 児島将康著. -- 羊土社, 2016.9. -- 325p : 挿図 ; 21cm.

377.7/KO39

48

科研費獲得の方法とコツ : 実例とポイントでわかる申請書の書き方と応募戦略 / 児島将康編集. -改訂第4版. -- 羊土社, 2015.8. -- 236p : 挿図 ; 26cm.

377.7/KO39

49

利益相反とは何か : どうすれば科学研究に対する信頼を取り戻せるのか / 新谷由紀子著. -- 筑波大
377.7/SH69
学出版会. -- 143p : 挿図 ; 21cm.

50

科研費採択に向けた効果的なアプローチ / 塩満典子, 北川慶子著. -- 学文社, 2016.9. -- 141p ;
26cm.

51

サイエンス・ウォーズ / 金森修著 = Science wars / Osamu Kanamori ; : 新装版. -- 東京大学出版会,
404/KA45
2014.12. -- 480, xxxiiip : 挿図 ; 20cm.

52

科学の現場 : 研究者はそこで何をしているのか / 坂井克之著. -- 河出書房新社, 2015.2. -- 202p ;
19cm. -- (河出ブックス ; 080).

404/SA29

53

The ACS style guide : effective communication of scientific information / Anne M. Coghill, Lorrin R.
Garson, editors. -- 3rd ed. -- American Chemical Society. -- xiv, 430 p. : ill. ; 24 cm.

407/C83

377.7/SH74
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54

博士号だけでは不十分! : 理系研究者として生き残るために / ピーター・J・ファイベルマン著 ; 西尾義
407/F17
人訳. -- 白揚社, 2015.5. -- 177p ; 19cm.

55

マルコム先生の書いて身につく科学英語ライティング / マルコム・フィッツアール著 ; 西澤伊津子訳. -407/F29
京都大学学術出版会, 2015.10. -- iv, 106p ; 26cm.

56

科学技術研究の倫理入門 / ミヒャエル・フックス編著 ; 小椋宗一郎 [ほか] 訳. -- 知泉書館, 2013.3. 407/F51
- xxxvii, 405p ; 23cm. -- (静岡大学人文社会科学部叢書 ; 34).

57

理科系のためのかならず書ける英語論文 : 論文作成用ヘルプ&チェック・シート付き / 藤野輝雄著. -407/F64
ベーシック版. -- 研究社, 2008.9. -- ix, 192p ; 21cm.

58

理工系なら必ず知っておきたい英語論文を読みこなす技術 / 福田尚代, 西山聖久著. -- 誠文堂新光
407/F74
社, 2016.3. -- 207p ; 21cm.

59

理系のための研究者の歩き方 / 長谷川健編著. -- 麦人社, 2014.4. -- 349p ; 21cm.

60

英語科学論文の書き方と国際会議でのプレゼン / 廣岡慶彦著. -- 研究社, 2009.9. -- x, 222p : 挿図 ;
407/H71
21cm + 録音ディスク (1枚 ; 12cm).

61

For the sound development of science : the attitude of a conscientious scientist / edited by Japan
Society for the Promotion of Science Editing Committee "For the Sound Development of Science".
-- Maruzen, 2015. -- viii, 157 p. : ill. (chiefly col.) ; 21 cm.

62

科学技術英語論文の徹底添削 : ライティングレベルに対応した添削指導 / 絹川麻理, 塚本真也共著.
407/KI48
-- コロナ社, 2010.3. -- vi, 191p : 挿図 ; 21cm.

63

一流の科学者が書く英語論文 / アン・M・コーナー著 ; 瀬野悍二訳・編. -- 東京電機大学出版局,
2010.1. -- xiii, 217p ; 21cm.

64

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 407/N34
部著. -- ブックウェイ, 2014.7. -- ii, 50p ; 21cm.

65

Reinventing discovery : the new era of networked science / Michael Nielsen ; : pbk. -- Princeton
University Press, 2014, c2012. -- 264 p. : ill. ; 24 cm.

66

Judy先生の英語科学論文の書き方 : an efficient approach to writing up your research / 野口ジュ
ディー, 松浦克美, 春田伸著 ; 講談社サイエンティフィク編. -- 増補改訂版. -- 講談社, 2015.6. -- 206p 407/N93
; 21cm.

67

冠詞用法 / グレン・パケット著. -- 京都大学学術出版会, 2016.10. -- vi, 318p ; 22cm. -- (科学論文の
407/P22
英語用法百科 = English composition for scholarly works ; 第2編).

68

卒論・修論を書き上げるための理系作文の六法全書 / 斎藤恭一著 ; 中村鈴子絵. -- みみずく舎. -v, 164p ; 19cm.

407/SA25

69

科学技術英語論文英借文用例辞典 / 佐藤洋一編著. -- オーム社, 2010.4. -- xxi, 191p ; 21cm.

407/SA85

70

科学研究とデータのからくり : 日本は不正が多すぎる! / 谷岡一郎著. -- PHP研究所, 2015.10. -229p : 挿図 ; 18cm. -- (PHP新書 ; 1006).

407/TA88

71

Perspectives on research integrity / edited by Samantha L. Elliott ... [et al.] ; : pbk. -- ASM Press,
c2015. -- x, 186 p. ; 23 cm.

490.15/E48

72

Responsible conduct of research / Adil E. Shamoo and David B. Resnik ; : alk. paper. -- 3rd ed. -Oxford University Press, c2015. -- viii, 346 p. ; 24 cm.

490.15/SH12

73

AMA manual of style : a guide for authors and editors. -- 10th ed. / Cheryl Iverson ... [et al.]. -JAMA & Archives Journal. -- xi, 1010 p. ; 26 cm.

490.7/A42

74

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5版. -- 日本
490.7/I96
医学図書館協会. -- 107p ; 30cm.

75

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
490.7/KA38
イエンス出版, 2016.12. -- viii, 81p ; 21cm. -- (ライフサイエンス選書).

76

国際論文English投稿ハンドブック : カバーレター作成・査読コメントへの返答 / C.S. Langham著. -- 医
490.7/L26
歯薬出版, 2017.1. -- 174p ; 21cm.

77

なぜあなたの研究は進まないのか? : 理由がわかれば見えてくる, 研究を生き抜くための処方箋 / 佐
藤雅昭著. -- メディカルレビュー社, 2016.7. -- 146p : 挿図 ; 21cm.

490.7/SA85

78

The management of scientific integrity within academic medical centers / Peter J. Snyder, Linda C.
Mayes, William E. Smith. -- Academic Press, c2015. -- xvi, 207 p. ; 23 cm.

490.7/SN

79

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. -- ix, 270p ; 26cm.

492.9/SU87

407/H36

407/J24

407/KO79

407/N71

研究のかたち－公正な学術活動をサポートする135冊－
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80

Ethical issues in behavioral neuroscience / Grace Lee, Judy Illes, Frauke Ohl, editors ; : hbk. -Springer, c2015. -- viii, 320 p. : ill. ; 25 cm. -- (Current topics in behavioral neurosciences / series
editors, Mark Geyer, Bart Ellenbroek, Charles Marsden, Thomass R.E. Barnes ; 19).

493.73/L51

81

できる技術者・研究者のための特許入門 : 元特許庁審査官の実践講座 / 渕真悟著. -- 講談社,
2014.11. -- v, 177p ; 21cm.

507.23/F51

82

技術者による実践的工学倫理 : 先人の知恵と戦いから学ぶ / 中村収三, 近畿化学協会工学倫理研
究会共編著. -- 第3版. -- 化学同人, 2013.9. -- x, 219p : 挿図 ; 24cm.

507/N37

83

はじめての工学倫理 / 齊藤了文, 坂下浩司編. -- 第3版. -- 昭和堂, 2014.1. -- vi, 260p ; 19cm.

507/SA25

84

著作権で迷った時に開く本Q&A : イラストレーターのための法律相談 / 藤原唯人著. -- カナリア書房,
726.5/F68
2013.3. -- 212p : 挿図 ; 19cm.

85

Academic writing and plagiarism : a linguistic analysis / Diane Pecorari ; : pbk. -- Bloomsbury, 2015. 801.6/P33
- 214 p. ; 22 cm. -- (Bloomsbury classics in linguistics).

86

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. -816.5/F67
viii, 144p : 挿図 ; 21cm.

87

論文の書き方マニュアル : ステップ式リサーチ戦略のすすめ / 花井等, 若松篤著. -- 新版. -- 有斐
閣, 2014.10. -- xi, 228p : 挿図 ; 19cm. -- (有斐閣アルマ ; Advanced).

816.5/H27

88

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, 2009.4. -- xii, 225p ; 21cm.

816.5/H48

89

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. -- 215p :
816.5/I75
挿図 ; 19cm.

90

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, 2016.3. -- viii, 172p ; 21cm.

91

「知」の方法論 : 論文トレーニング / 岩崎美紀子著. -- 岩波書店, 2008.5. -- xii, 185p : 挿図 ; 21cm. 816.5/I96
- (岩波テキストブックス ; α).

92

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
816.5/KE26
義塾大学出版会, 2014.10. -- 180p : 挿図 ; 21cm. -- (アカデミック・スキルズ).

93

レポートの組み立て方 / 木下是雄著. -- 筑摩書房, 1994.2. -- 269p : 挿図 ; 15cm. -- (ちくま学芸文
庫).

816.5/KI46

94

「論文を書く」ということ : 憂鬱な知的作業のすすめ / 小磯明著. -- 御茶の水書房, 2014.8. -- xiii,
220p ; 21cm.

816.5/KO34

95

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,
2010.5. -- 204p ; 15cm. -- (静山社文庫 ; [B-く-1-1]).

816.5/KU94

96

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
816.5/MU55
京子, 仁科喜久子著. -- 大阪大学出版会, 2013.3. -- 175p : 挿図 ; 26cm + 別冊.

97

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, 2009.12. -- xxii, 218p ; 21cm.

816.5/N88

98

小論文・レポートの書き方 : パラグラフ・ライティングとアウトラインを鍛える演習帳 / 野田直人著. -人の森, 2015.4. -- 54p : 挿図 ; 26cm. -- (人の森の本).

816.5/N92

99

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,
816.5/O62
2016.7. -- xx, 273p ; 20cm.

100

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
816.5/SA13
紗織, 坂本麻裕子, 大野真澄編著. -- 大修館書店, 2015.12. -- viii, 146p : 挿図 ; 21cm.

101

論理性を鍛えるレポートの書き方 / 酒井浩二著. -- ナカニシヤ出版, 2009.10. -- iii, 147p ; 21cm.

816.5/SA29

102

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. -- vi, 161p : 挿図 ;
19cm.

816.5/TS99

103

論文作成のためのパソコン入門 / 宇多賢治郎著. -- 第2版. -- 学文社, 2012.3. -- vi, 201p : 挿図 ;
21cm.

816.5/U26

104

実践論文作成 : 考える力と伝える力 : インターネット、MS Office2007を使った情報分析から文書作
成、プレゼンテーションまで / 上原衛著. -- 近代科学社, 2010.9. -- vi, 198p : 挿図 ; 26cm.

816.5/U36

105

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, 2015.4. -- 197p ;
26cm.

816.5/U68

106

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, 2015.8. -- vii, 102p : 挿
図 ; 21cm.

816.5/W46

816.5/I84

研究のかたち－公正な学術活動をサポートする135冊－
タイトル

請求記号

107

シカゴ・スタイルに学ぶ論理的に考え、書く技術 : 世界で通用する20の普遍的メソッド / 吉岡友治著. 816.5/Y92
- 草思社, 2015.1. -- 223p ; 22cm.

108

伝える!作文の練習問題 / 野内良三著. -- NHK出版, 2011.9. -- 265p : 肖像 ; 19cm. -- (NHKブックス
816/N91
; 1182).

109

クリティカル・リーディング入門 : 人文系のための読書レッスン / 大出敦著. -- 慶應義塾大学出版会,
2015.10. -- 196p ; 21cm. -- (アカデミック・スキルズ).

110

Academic writing : a handbook for international students / Stephen Bailey ; : hbk, : pbk. -- 4th ed. -836.5/B14
Routledge, 2015. -- xviii, 284 p. ; 26 cm.

111

How to write a master's thesis / Yvonne N. Bui. -- 2nd ed. -- Sage, c2014. -- xviii, 313 p. ; 23 cm.

836.5/B86

112

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,
2016.2. -- 286p : 挿図 ; 21cm.

836.5/E22

113

How to write a better thesis / David Evans, Paul Gruba, Justin Zobel. -- 3rd ed. -- Springer, c2014.
836.5/E88
-- xiv, 167 p. ; 24 cm.

114

From inquiry to academic writing : a text and reader / Stuart Greene, April Lidinsky. -- 3rd ed. -Bedford/St. Martin's, c2015. -- xl, 902 p. : ill. ; 24 cm.

836.5/G82

115

英語アカデミック・ライティングの基礎 = English academic writing for university students / 一橋大学
英語科編著. -- 研究社, 2015.3. -- iv, 84p : 挿図 ; 21cm.

836.5/H77

116

MLA Handbook ; : pbk. -- 8th ed. -- Modern Language Association of America, 2016. -- xiv, 146 p. :
ill., facsims. ; 23 cm.

836.5/MO13

117

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, 2016.5. -- iv, 219p : 挿図 ; 21cm.

836.5/N43

118

Academic integrity : study & guide : essential guidelines for academic writing & antiplagiarism with
topical discussions / Olugbenro Oyekan ; : softcover. -- Xlibris, c2013. -- 107 p. ; 23 cm.

836.5/O59

119

Academic writing and grammar for students / Alex Osmond ; : pbk. -- Sage, 2013. -- xi, 201 p. ; 25
cm. -- (Sage study skills).

836.5/O78

120

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
836.5/SI4
訳. -- 講談社, 2015.4. -- xii, 178p : 挿図 ; 19cm.

121

MLA英語論文作成ガイド : 補遺・APA方式 / ジョゼフ F.トリマー著 ; 丸橋良雄, 日高真帆共訳. -- 英光
836.5/TR5
社, 2011.9. -- 72p : 挿図 ; 21cm.

122

English for writing research papers / Adrian Wallwork ; : pbk. -- 2nd ed. -- Springer, c2016. -- xx,
377 p. ; 24 cm. -- (English for academic research / series editor, Adrian Wallwork).

123

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,
836.5/Y64
2011.9. -- vi, 166p ; 19cm.

124

アカデミックライティング入門 : 英語論文作成法 / 吉田友子著. -- 第2版. -- 慶應義塾大学出版会,
2015.4. -- 195p ; 21cm.

836.5/Y86

125

英文ライティングと引用の作法 : 盗用と言われないための英文指導 / 吉村富美子著. -- 研究社,
2013.6. -- x, 165p ; 21cm.

836.5/Y91

126

英語ロジカル・ライティング講座 / ケリー伊藤著. -- 研究社, 2011.12. -- v, 207p ; 21cm.

836/I89

127

行動しながら考えよう : 研究者の問題解決術 / 島岡要著 . - 羊土社 , 2017.4

407/SH43

128

責任ある研究のための発表倫理を考える / 東北大学高度教養教育・学生支援機構編 . - 東北大学
407/TO25
出版会 , 2017.3

129

心理臨床における法と倫理 / 津川律子, 元永拓郎編著 . - 放送大学教育振興会 , 2017.3

130

本質から考え行動する科学技術者倫理 / 金沢工業大学・科学技術応用倫理研究所 編 . - 白桃書房
507/KA48
, 2017.4

131

工学倫理・技術者倫理 : 練習問題および解答例付 / 梶谷剛著 . - アグネ技術センター , 2017.4

507/KA23

132

情報倫理 : 技術・プライバシー・著作権 / 大谷卓史[著] . - みすず書房 , 2017.5

007.3/O84

133

科学をめざす君たちへ : 変革と越境のための新たな教養 / 科学技術振興機構研究開発戦略センター
404/KA16
編 . - 科学技術振興機構研究開発戦略センター , 2017.3

817.5/O31

836.5/W36

146/TS38

研究のかたち－公正な学術活動をサポートする135冊－
タイトル

請求記号

134

ゼミで学ぶスタディスキル / 南田勝也, 矢田部圭介, 山下玲子著 . - 北樹出版 , 2017.3

377.15/MI37

135

科学の技法 : 東京大学「初年次ゼミナール理科」テキスト / 東京大学教養教育高度化機構初年次教
407/TO46
育部門, 増田建, 坂口菊恵編 . - 東京大学出版会 , 2017.3

