
1・2年生の過ごし方

学習・研究の進め方や講義の受け方，
ゼミでのふるまい方など，相談でき
ずに悩んでいることはありません
か？
今回の展示にはみなさんの悩みを解
決してくれそうな本を集めました！

平日15時から19時には，サポート
デスクで院生スタッフが直接相談に
のっています。

貸し出し用を利用する場合は、配置
場所と請求記号をリストで確認して
ください。

向後千春著

①『 18歳からの「大人の学び」
基礎講座：学ぶ,書く,リサーチす
る,生きる』

北大路書房
2016
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パソコンでファイルを管理する(p. 34)

まずは学び方を学ぶところから！と
いうあなたへ。大学で役立つスキル
とツールを知ってください。

佐藤望編著

②『 大学生のための
知的技法入門 』

慶應義塾大学出版会
2012
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「問いを立てる」って何をすること？
(p. 20)

電子書籍で閲覧可能

先生たちが学生に，
「教えなくてもできるだろう／言わ
れなくてもやるだろう」と期待して
いることは何か，ちょっとのぞいて
みてください。
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メールの書き方
（p. 8～）

西澤幹雄著

③『 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
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教員・ゼミの仲間
との付き合い方

研究室での対人スキル（p. 23～）

キャスリン・L・アレン[編]

④『スタディスキルズ: 卒研・
卒論から博士論文まで,研究生活
サバイバルガイド』

丸善
2005
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指導教員が決まったけれど，どう付き
合ったらいいのかわからない。
会うと緊張するし，メールの書き方も
わからないし…

研究上の議論で遠慮なく自己主張し
ながら周囲とうまくやっていくに
は？他の人の意見を謙虚に聞きつつ
自信を保つには？

Study skills : a student survival guide

Kathryn L Allen;

The Institute of Cancer Research ,c2005

原本
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文献・論文の読み方

澤田昭夫著

⑤『 論文の書き方 』

講談社, 
1977
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文献の論理を検討しながら
読む方法（p. 166～）

トリーシャ・
グリーンハーフ著

⑥『 読む技術 : 論文の価値
を見抜くための基礎知識』

日経BP社，
2016
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論文としての価値をチェックする方法
（p. 33）

原本

How to read a paper 

: the basics of evidence-based medicine

Trisha Greenhalgh

Wiley/BMJ Books , 2014
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文献講読のときは，ただ「読む」
だけでは不十分らしい。じゃあ何
をチェックしながら読み進めれば
いいんだ？「理解している」と認
めてもらえる読み方を紹介。

電子書籍で閲覧可能

「論文としてダメ」と判断されてし
まう原因にはどんなものがあるので
しょうか。想定する読者は医療系だ
けれど，他分野の人にとっても関係
のある話がいっぱい！



ケイト・L・
トゥラビアン編

⑧『 シカゴ・スタイル
研究論文執筆マニュアル 』

慶應義塾大学出版会, 
2012
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研究の目的はどう説明すれば
伝わるのか（p. 7～）

原本

A manual for writers of research 

papers, theses, and dissertations
9th ed.  University of Chicago Press, 2018
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何を満たせば「論文」になるのか
（p. 116～）

佐渡島紗織著

⑦『 これから研究を書くひと
のためのガイドブック : ライ
ティングの挑戦15週間』

ひつじ書房, 
2008
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研究の紹介の仕方

見延庄士郎著

⑩『新版 理系のためのレポート
・論文完全ナビ 』

講談社, 
2016
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どんな文章が求められているのか
（p. 60～）

レポート・論文の書き方

ハワード・S
・ベッカー著

⑨『 ベッカー先生の論文教室 』

慶應義塾大学出版会，
2012
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「書き直し」との向き合い方（p. 1～）

原本

University of Chicago Press, 2007

Howard S. Becker 

Writing for social scientists

: how to start and finish your thesis, 

book, or article

中央学3F

816.5||B 原本が電子書籍で閲覧可能

『リサーチ・クエスチョン』とか『問
題意識』とか，研究の意義とか背景と
かいろんなことを聞かれるんだけど，
結局『研究の目的』ってどうやって説
明すればわかってもらえるの？

レポート・論文にふさわしい文章と
は？先生たちが「もっとわかりやす
く書きなさい」と指示するとき，そ
の背景にある暗黙のルールがこちら。

私の書いた文章にいっぱい赤が入っ
てる！信じられない！だいじょうぶ。
論文というジャンルでは繰り返し書
き直すことが大前提なのです。

「論文」の条件って何？何をすれ
ば「研究」になるの？先生に面と
向かって聞くのはちょっと…な基
本は本から学んでしまいましょう。

2nd ed. 

Kate L. Turabian



東郷 雄二 著

⑪『新版 文科系必修研究
生活術』

筑摩書房, 
2009
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先輩たちからのアドバイス

研究者を目指す学部生に必要な予
備知識って何？大学院での研究に
つながるように卒論テーマを決め
ること，自分の研究を続けられる
進学先を選ぶこと。大学院を目指
す人のための業界研究書。

電子書籍の閲覧方法
1-1.学内からはOPACでリストにあ

る電子書籍を検索します。
1-2.学外からは「学外からの電子リ

ソース利用」＞学外からの電子
リソース利用・スタートページ
の各サービスへのアクセスの一
覧から「名古屋大学蔵書検索
(OPAC)」を選択し名大IDとPW
でログインし、OPAC上で検索
します。

2-1.OPACで検索した電子書籍の
「書誌詳細」ページにリンクまた
は本文へのリンクを選択します。

2-2.各データベースの電子書籍閲覧
できる画面に移動します。各
データベースのきまりにした
がって閲覧してください。

3-1.閲覧後はログアウトをしてくだ
さい。（学外からは、CASのロ
グアウトも忘れずに！）

学内から
閲覧するとき

学外から閲覧す
るときの入り口

図書館TOPページ…モバイル画面

ロバート・R・H・アンホルト 著

⑫『理系のための口頭発表術
: 聴衆を魅了する20の原則』

講談社, 
2008
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いい研究プレゼンとは？口頭発表の準
備って何をしたらいいんだろう。当日は
どんなことに気をつけたらいいの？講演
の名手が助言する，魅力的な発表のコツ。

発表前のチェックリ
スト（p. 220～）

Robert R.H. Anholt

Dazzle 'em with style : the art of oral 

scientific presentation, 2nd ed
Elsevier Academic Press, c2006

原本
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