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テーマ： 論文執筆・プレゼンテーション
図書館にある 論文執筆・プレゼンテーション関連の本
論文作成の基本的なルールや、英語論文を執筆する場合の表現方法、また口頭発表やプレゼンテーションをす
る場合には、どうしたら印象的なプレゼンテーションができるかなど、あらかじめ知っておくと役立ちます。
図書館で所蔵している、これらに関する図書をOPACで検索する場合は、 キーワード項目に

「プレゼン」

「論文作成」 「科学論文」 「英語論文」 「ライティング」などの単語を入れてみましょう。 下のリストはその一例で
す。

請求記号： ３３６．４９, ４０７, ５０７, ８１６, ８３６
書名

の書架にも同様なテーマの図書を配架しています。

著者名

資料ID

所在

請求記号

出版社

学生・研究者のための使える!PowerPoint
007.63||
宮野公樹著
化学同人
12001003 図・3Ｆ開架
MI
スライドデザイン
ガー・レイノルズ
336.49|| ピアソン桐
2 プレゼンテーションZen 第2版
13000135 図・3Ｆ開架
RE
著/熊谷小百合訳
原
1

336.49||
日経BP社
UE

3 スティーブ・ジョブズに学ぶ英語プレゼン

上野陽子著

12001006 図・3Ｆ開架

4 理科系のための英語論文表現文例集

藤野輝雄著

13090810 図・3Ｆ開架 407||FU 研究社

5 理科系のための入門英語論文ライティング 廣岡慶彦著

12000151 図・3Ｆ開架 407||HI

朝倉書店

6

学生・研究者のための伝わる!学会ポスター
宮野公樹著
のデザイン術

7

ハーバードでも通用した研究者の英語術 : 島岡要, Joseph A.
13090912 図・3Ｆ開架 407||SH 羊土社
ひとりで学べる英文ライティング・スキル
Moore著

8

科学者の発表倫理 : 不正のない論文発表
山崎茂明著
を考える

13090813 図・3Ｆ開架 407||YA 丸善出版

9

使える理系英語の教科書 : ライティングか
森村久美子著
らプレゼン, ディスカッションまで

12000691 図・3Ｆ開架

507.7||
MO

東京大学
出版会

10

電気電子系学生のための英語処方 : 論文
馬場吉弘著
執筆から口頭発表のテクニックまで

13090850 図・3Ｆ開架

540.7||
BA

電気学会

13090768 図・3Ｆ開架 407||MI 化学同人

これらの図書を含め
ブクログサイト http://booklog.jp/users/tutlibrary
カテゴリ 「レポート・論文・プレゼンの本」 に約50冊を掲載しています。
★ 図書の探し方

所在・請求記号を確認し、書架に行き図書を探します。
図・３Ｆ開架・・・ ３Ｆの書架 請求記号順に並んでいます。
図・３Ｆ文庫新書・・・ シリーズごとにシリーズの番号順に並んでいます。

書架になかったら…
・１Fの新着書架にある場合があります！
・貸出中の場合があります！
貸出中の場合はOPACで検索すると「状況」が「貸出中」となっています。
OPACの予約ボタンから予約も可能です。
OPACの検索・予約については Guide Sheet No.2 も参照してください。
図書が見つからない場合は、カウンターにお尋ねください。

電子ブックで読む 論文関連の本
学内ＬＡＮに接続したパソコンから、大学で契約している電子ブックが利用できます。 電子ブックの中にも論文執筆
関連の書籍があります。 これらの本は，電子版でご覧いただけます。 OPACで検索した場合は，プレビューボタンか
ら各図書のサイトに接続します。
各1冊の図書につき同時接続1名です。 その他の利用方法は、図書館ホームページの 検索＞電子ブック の
ページ http://www.lib.tut.ac.jp/search/ebook.html

をご覧ください。 学外から利用する場合は、個人アカウントを

作成してご利用ください。 EBSCOhost（NetLibrary)の場合は学認システムを経由して接続すると学外から利用できま
す。

参照：学外からの利用のページ http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/out_campus.html

書名

著者名

1 一流の科学者が書く英語論文

2

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

URL

出版者

http://search.ebscohost.com/login.aspx?
アン・M・コー direct=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN
ナー著
=347130
フェデリコ・
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/
ディロッコ, 大
Id/3000002238
井静雄著
河本健, 大武 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/
Id/3000008234
博著

サイト

東京電
機大学 E
出版局
メジカル
ビュー M
社

ライフサイエンス論文を書くための
羊土社 M
英作文&用例500
ライフサイエンス論文作成のための
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/
河本健編集
羊土社 M
4
Id/3000008232
英文法
協同医
「研究方法」入門 : アイデアを研究
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/
5
小林宣泰著
書出版 M
Id/3000001127
にするための13の講義 :
社
英語表現・論理トレーニング : ビジネ 小野田摂子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/
丸善
6
M
Id/3000000285
スから国際関係文書・公式文書まで 著
3

（サイト Ｅ： EBSCOhost eBook Collection (NetLibrary)

M: Maruzen eBook Library ）

その他 インターネットサイトなど
無料で閲覧・利用可能なサイトです。
★ Springer Exemplar

シュプリンガー社

http://www.springerexemplar.com/

単語などの用例検索ができる英語論文執筆支援ツール。
★ Springer Author Academy シュプリンガー社 http://academy.springer.com/ja
英語論文執筆支援ツール。
★ Ethics エルゼビア社

論文執筆や投稿がeラーニングで学べるサイト。

https://www.elsevier.com/ethics/home

出版倫理サイト。オーサーシップ・剽窃・研究捏造・利益相反・サラミ法（論文の分割）・
同時投稿、二重複数出版などについて。 和訳ファクトシートはこちら。
http://www.elsevier.com/jp/early-career-researchers/home
★ SIST 科学技術情報流通技術基準 http://sti.jst.go.jp/sist/
参照文献の書き方 論文の書き方など。
雑誌に投稿する場合は、各雑誌の投稿規程・Instructions for Authors に従って記述
してください。
お問合せ先： 情報サービス係 (内線6564, 6565)
E-mail gakujo@office.tut.ac.jp
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ジもご覧くだ
ー
ペ
ム
ー
ホ
館
図書
.tut.ac.jp
http://www.lib

