
大学初年次教育に！ 

アカデミックスキルズ 

KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。 

読みやすいビューア、未購入タイトルも含めた全文検索、試し読み・リクエスト機能
など、長年の経験を活かし「本当に使われる電子図書館」をご提供致します。 

KinoDenなら 学外からアプリで読めるから 読書がはかどる 

精選33タイトル 

同時アクセス１ 

200,488円(本体価) 

 ※1点からご購入可 

No.KD0073   2019年12月 

英語スタイルブック  
ライティングの表記ルール辞典 
著者: 石井隆之  
出版社: クロスメディア・ランゲージ 
出版年月: 2019/08 
同時アクセス１本体価：6,474円 
 
英文ライティングの基本的な表記ルールを、 
簡単な例を挙げて解説。英文を書く際、 
中身だけでなく見た目も良いものに 
仕上げる為のノウハウが満載の辞典です。 

自宅で 

移動中に 

すきま時
間に 

図解でわかる！理工系のため
のよい文章の書き方 論文・レポ
ートを自力で書けるようになる方法 
 
著者: 福地健太郎【文】園山隆輔【図解】  
出版社: 翔泳社 
出版年月: 2019/02 
同時アクセス１本体価：6,490円 
 
実際に大学で論文指導やレポート添削を 
する著者が蓄積したノウハウを伝授！ 

 
 
 
 

リモート閲覧できるア
プリだから自分のスマ
ホでどんどん読める 

EPUB  
リフロー 

②無料アプリ 
bREADER Cloudをスマホに

ダウンロードしてログイン 

①アカウント 
学内でKinoDenのアカウントを 
作成し読みたい本をMy本棚に 

レポート・論文の書き方入門 
第４版 
著者: 河野哲也  
出版社: 慶應義塾大学出版会 
出版年月: 2018/07 
同時アクセス１本体価：3,080円 
 
ベスト＆ロングセラーを約15年ぶりに改訂! 
高い評価を得ている明快さ・簡潔さは 
そのままに解説と情報を改訂。 
大学での初年次教育に最適！ 
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著者 ISBN

レポート・論文の書き方入門　第４版 KP00019227 慶應義塾大学出版会 201807 PDF ¥3,080 - ¥4,620

河野哲也 9784766425277

アピールする英文を書く技術 KP00024695 ベレ出版 201207 PDF ¥4,620 - ¥6,050

黒川裕一 9784860643270

科学論文はこう作る！ KP00020116 中外医学社 201503 PDF ¥7,744 - ¥15,488

児島将康 9784498048225

図解でわかる！理工系のためのよい文

章の書き方
KP00024884 翔泳社 201902 EPUBリフロー ¥6,490 - ¥12,980

福地健太郎【文】、園山隆輔【図解】 9784798158891

大学と社会をつなぐライティング教育 KP00021262 くろしお出版 201812 PDF ¥5,940 - ¥8,910

村岡貴子、鎌田美千子、仁科喜久子

【編著】
9784874247839

英語スタイルブック KP00022067 クロスメディア・ランゲージ 201908
EPUB(固定レ

イアウト）
¥6,474 - ¥12,949

石井隆之 9784295403197

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
KP00019191 メジカルビュー社 200610 PDF ¥6,160 - -

Federico DiRocco、大井静雄 9784758304139

医学・生物学研究者のための うまい研

究発表のコツ
KP00019190 メジカルビュー社 200504 PDF ¥9,240 - -

植村研一 9784758304108

医学・生物学研究者のための

Powerful Vocabulary
KP00019188 メジカルビュー社 200303 PDF ¥9,350 - -

林皓三郎【著】、Thomas M. Tarpley

【英文校閲】
9784758304047

医学・生物学研究者のための

Powerful Vocabulary
KP00019192 メジカルビュー社 200610 PDF ¥10,780 - -

林皓三郎【著】、Laura C. Hooper【英

文共著】
9784758304122

医学・生物学研究者のための

Powerful Vocabulary 明快な論理

で綴ろう

KP00019193 メジカルビュー社 200804 PDF ¥9,350 - -

林皓三郎【著】、Laura C. Hooper【英

文共著】
9784758304214

11 Powerul Vocabularyシリーズ3巻目となる本書では，英語論文を執筆するときに避けて通れない「論理表現語

（リンクワード）」に焦点を絞って解説する。「論理表現語」とはand，but，soなどの接続語の使い方，2つの文

章をつなぐ関係代名詞，さらにはカンマやピリオドを使うときのルールなど，“英語のロジック”で文章を書こうとするとき

に必要なボキャブラリーのことであるが，科学論文は客観的な事実を積み上げて書かれるため，そのほとんど1文ごと

に必要とされる。実践的な例文を豊富に収載しているので，“英語のロジック”の事典としても機能する1冊である。

9
実際に英語論文を書くにあたって日本人が最も苦労するのは，動詞の使い方だと言われています。日本語には「○

○する」という便利な用法があるために動詞の語彙が少なく，英語で書く場合にもdo+名詞，perorm+名詞と

いった安易な表現に終始しがちである。そんな論文執筆者のために，本書は論文で多用される動詞約1,000語を

ピックアップし，語源・意味を解説した上で例文も提示。そして本書が優れているのは，単に日本語に訳したときの

意味だけではなく，類義語の微妙な違いも随所で解説している点である。

10 “Powerul Vocabulary （動詞編）”の続編である本書では，形容詞と副詞を扱っている。文章に彩りを与える

“形容詞・副詞”は，正しく使えば英語論文を読みやすく魅力的なものとする。また，的確な形容詞・副詞は論文

の骨子を強固なものとし，意味を限定して誤解を招きにくくする。豊富な例文と語源を掲載した“形容詞・副詞”の

決定版である。巻末には「接頭辞・接尾辞」を網羅した付録つき。

8 学術論文のうまい書き方とは？　うまい学会発表の仕方とは？　脳の仕組みからみた効果的な英語学習法とは？

ネイティブ・スピーカーが違和感を覚えない うまい英語表現とは？　医学英語教育の第一人者として全国各地で指

導を続ける著者が説く，日本人英語の弱点とその対策。アクセプトされる論文を書き，説得力ある発表をするため

に，今まで誰も教えてくれなかった目から鱗のコツが満載！

5 大学初年次から大学院、そして、実社会で求められるライティングとは。パラフレーズ、スキーマ、ルーブリック、コーパ

ス、さまざまな視点から学習者の学びを考察する。

6
英文を書くとき、日本語と同じように英語にも、スペリング・記号・句読点などの表記ルールがあります。これをまとめた

「スタイルブック」は、アカデミックな文書を書くときやビジネス場面などでネイティブにも重宝されています。本書では、ピリ

オドやコロンの使い方、大文字やイタリックの扱い方など、英文ライティングの基本的な表記ルールを、簡単な例を挙

げて解説。英文を書くときに、中身だけでなく見た目も良いものに仕上げていくためのノウハウが満載の辞典です。

4 この本にはよりよい文章を自力で書けるようになるための、様々な原則やコツ、ヒントが書かれています。いずれも、著

者が大学で学生の皆さんを相手に、論文指導やレポートの添削を日々行ううちに蓄積したノウハウを基にしたもので

す。主に、次のような方にとって役に立つ本になるようにデザインしてあります。

NO 書影

内容紹介

7
インターネットを介して行う“電子投稿”は，元来の郵送による投稿よりも査読・改稿の手間が大幅に削減されるた

め投稿方法のグローバルスタンダードになりつつある。そのため海外の科学ジャーナルに論文を投稿しようとする医学・

生物学研究者はこれを避けて通ることはできない。本書では電子投稿の基本的なプロセスである(1)アカウント作

成，(2)論文のアップロード，(3)改稿を，実際のパソコンの画面を使用して解説している。電子投稿のすべてが分

かる究極の１冊。

1
累計発行部数20万部を超える当社最大のベスト＆ロングセラーを、2002年の第3版刊行以来、約15年ぶりに改

訂。 　「テキスト批評という練習法」の解説を充実させ、注の形式に関する説明を整理・更新、参考文献とその解題

も一新したほか、著者の講義経験に基づき記述内容もアップデート。 　好評を博した明快な語り口調やコンパクトに

まとまった構成はそのままに、より理解しやすく使いやすくなった、初心者にベストの1冊。

2
「伝えたいことが一定レベルで伝わる」だけでなく「書き手の顔が見える」ことで読み手からポジティブなリアクションが返っ

てくる英文、「アピールする」英文を書くことに焦点をあてたのが本書です。「目に見えるように書く」「イメージできるよう

に書く」「読みやすいように書く」「注意をひきつける」「クリエイティブさをアピールする」「論理的に書く」「読み手を尊重

する」の7つのチャプターに分けて５０のテクニックを紹介。

3
論文がアクセプトされるためには何よりも内容が重要ですが、見やすい図表を効率的に作れるようなスキルもまた必

要であり、そのためにはいくつかのソフト、ツールを活用する必要があります。本書ではそうした「作成」に関わる部分、

たとえば「Illustratorでグラフを描く」「EndNoteで文献を整理する」「オンラインストレージを活用する」といった論文

作成の土台となる技術の基礎を解説します。

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00019227
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00024695
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00020116
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00024884
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00021262
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00022067
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00019191
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00019190
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00019188
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00019192
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00019193


書名 Product　ID 出版社名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

著者 ISBN

NO 書影

内容紹介

生涯論文！ KP00020584 金芳堂 201905 PDF ¥7,040 - ¥10,560

谷本哲也 9784765317795

看護学生のためのレポート＆実習記録

の書き方
KP00019299 メヂカルフレンド社 201601 PDF ¥4,400 - ¥11,000

百瀬千尋【編著】 9784839215675

福祉系学生のためのレポート＆卒論の

書き方　三訂
KP00025021 中央法規出版 201808 PDF ¥3,520 - ¥5,280

川村匡由 9784805857403

パターンでうまく書ける！ 看護・医療・福

祉の英文抄録作成術
KP00019207 メジカルビュー社 201303 PDF ¥7,920 - -

平野美津子、菱田治子、ネル　Ｌ．ケネ

ディ
9784758304368

やさしい調査のコツ　新版 KP00020948 大月書店 200503 PDF ¥4,840 - ¥7,260

森靖雄 9784272330423

大学生　学びのハンドブック　4訂版 KP00019092 世界思想社 201801 PDF ¥3,960 - ¥7,920

世界思想社編集部【編】 9784790717072

大学生のための法学 KP00021788 法律文化社 201812 PDF ¥5,940 - ¥8,910

長沼建一郎 9784589039675

18歳から考える家族と法 KP00021779 法律文化社 201810 PDF ¥5,060 - ¥7,590

二宮周平 9784589039620

大学生のための交渉術入門 KP00019215 慶應義塾大学出版会 201712 PDF ¥4,950 - ¥7,480

野沢聡子 9784766424874

大学生のためのセーフティーネット KP00020973 大学教育出版 201906 PDF ¥1,760 - ¥3,520

全国大学生活協同組合連合会 教職員

委員会【編】
9784866920313

大学生活を始めるときに読む本 KP00024492 東京電機大学出版局 201903 PDF ¥5,881 - ¥8,823

東京電機大学【編】 9784501631703

理系研究者のはじめての英語コミュニ

ケーション
KP00022465 アスク出版 201610 PDF ¥6,050 - ¥12,100

森村久美子 9784872179965

23 国際会議、海外出張、研究室での活動でよく出会う、具体的な25シーンを想定。会話理解と発言（コミュニケー

ション）練習を行い、注意点、コツが確認できます。実際の会話シーンで役立つ重要表現が身につき、英語を使っ

た研究活動を行うのに役立ちます。 冊子版での付属CDは、収録されておりません。

21 今日の学生を取り巻く状況と親世代の就業環境の変化、さらには障がいをもつ学生を取り巻く状況の変化なかで、

支援を必要とすることが増えている。そこで、全国教職員セミナーと同名のテーマで、その内容と大学生を支援する活

動事例をはじめてまとめたものである。

22

19
法の当事者である学生（子ども）の視点を重視し、社会のあり方（常識）を捉えなおす観点から家族と法の関係

を学ぶ。家族の5つのライフステージごとに具体的事例を設け、社会のあり方（常識）を捉えなおす観点から家族と

法の関係を学ぶ教科書。法の当事者である学生（子ども）の視点を重視し、問題の発見や問題解決に向けた法

制度のあり方なども含めて考える。統計資料も豊富に盛り込む。

20 ▼「協調＝コラボレーション」で問題解決！  　大学生活で生じるさまざまな対立・衝突を、お互いが満足するかたちで

解決するにはどうすればよいのか。 　そのための「協調的交渉」の理論と実践を、サークル、アルバイトなどの身近な事

例を題材にわかりやすく解説。

17 ノートのとり方、レポートの書き方、資料の探し方、ゼミ発表の仕方、パソコンの使い方…。大学での学びに必要なス

タディ・スキルを、イラストで具体例を示してわかりやすく解説。徹底的な学生目線で人気を博した初年次教育テキス

ト、待望の4訂版。

18
法学部以外の初学者を対象にした入門テキスト。キャンパスライフの事例など身近な事象を示して法の仕組みを具

体的に解説。法学部以外で初めて法学を学ぶ人を対象にした入門テキスト。総論では法の考え方・しくみについて

概説し、各論では民法を中心に行政法、憲法等を素材に身近な事象を示しながら具体的に解説。各小項目レベ

ルで関連するキャンパスライフの事例も取り上げた。

15
抄録は「論文の顔」である。例えばPubMedやGoogleにキーワードを打ち込んで論文を探すとき，検索結果として

あがってくるのは「抄録」である。つまり抄録が英語で書かれていなければ，世界中の研究者に読んでもらうことができ

ない。言い方を変えれば，「抄録は論文そのものよりも読まれている」ことになる。本書は「看護・福祉・医療」に特化

した，英文抄録のハウツー本である。まず英文抄録を書くにあたって基本となる文章パターンを解説し，さらに各パ

ターンに多くの例文を掲載しているので，実際の用法を確認しながら読み進めることができる。

16 【地域調査テクニックのすべてを丁寧に伝授】大学や社会福祉現場での地域調査のテキストとして好評を得てきた

定番書。調査の企画から報告書の作成まで、そのノウハウを解説する。そのまま転用できる調査票などの見本を随

所に例示。初心者から経験者まで活用できる実践的内容。

13 本書は、看護学生にとっての“書くこと”の意義を確認したうえで、文章の基本的なルールをQ&A方式でやさしく解説

しています。また、たくさんのレポート・実習記録の実例を見せながら、よく書けているところ・改善すべきところを具体的

に詳しく解説しています。書けるようになるヒントが満載です！

14 文章を書くときのルールは？　テーマの選び方は？　情報・文献はどう集めればいいか…。本書では、福祉系学生の

ために、論文作成の基本ハウツーを紹介する。パソコンやインターネットの活用法、レポート・卒論の実例を充実させ、

さらに使いやすくなった三訂版。

12
英語論文を執筆し続け150報以上PubMedに名を載せる臨床医が医学部を卒業して20年以上が経ち身に付け

た“英語論文アクセプトまでの実践的なノウハウ”を紹介．英語論文に取り組む際の考え方，英語論文を読み書き

するための基礎知識，そして執筆から投稿，発表後の対応まで，実例を挙げながら幅広い内容を取り上げていま

す．

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00020584
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00019299
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00025021
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00019207
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00020948
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00019092
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00021788
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00021779
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00019215
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00020973
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00024492
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00022465
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医学・理系留学 海外に翔び立つ人のコ

ピペで使える英文メール60
KP00024932 金芳堂 201910 PDF ¥6,600 - ¥9,900

阿川敏恵 9784765317917

研究者・留学生のためのアメリカビザ取

得完全マニュアル
KP00020546 羊土社 201812 PDF ¥10,560 - ¥21,120

大藏昌枝【著】、大須賀覚、野口剛史

【監修】
9784758108492

実践 スタンフォード式 デザイン思考 KP00024323 インプレス 201909 PDF ¥5,280 - ¥10,560

ジャスパー・ウ【著】、見崎大悟【監修】 9784295007326

開成流ロジカル勉強法 KP00024324 クロスメディア・パブリッシング 201909 EPUBリフロー ¥4,290 - ¥8,580

小林尚 9784295403418

入門『地頭力を鍛える』　３２のキー

ワードで学ぶ思考法
KP00024334 東洋経済新報社 201908 EPUBリフロー ¥4,950 ¥6,600 ¥7,425

細谷功 9784492557884

デジタル時代の基礎知識『PR思考』 KP00022306 翔泳社 201803 EPUBリフロー ¥4,840 - ¥10,670

伊澤佑美、根本陽平 9784798155685

デジタル時代の基礎知識『リサーチ』 KP00022310 翔泳社 201712 EPUBリフロー ¥5,500 - ¥12,100

石渡佑矢 9784798154060

いちばんやさしい資料作成＆プレゼンの

教本
KP00021159 インプレス 201904 PDF ¥6,534 - ¥13,068

髙橋惠一郎 9784295006008

技術1割のプレゼン KP00021601 中外医学社 201806 PDF ¥9,240 - ¥18,480

阿部泰之【編著】 9784498048584

女子学生にすすめる６０冊 KP00024429 日本経済評論社 201908 PDF ¥2,145 - ¥3,217

大妻ブックレット出版委員会【編】 9784818825390
33 「大学生になったら一体どんな本を読んだらいいの…？」そんな疑問に、さまざまな専門の教員が答える。教養書から

小説・絵本まで、いま大学生が読むべき本を紹介する。

31
ストアカNo.1プレゼン講師が伝授！【内容づくり】【資料のデザイン】【伝え方の練習】の3ステップで、成功率が劇的

にアップするプレゼンのノウハウが全部わかる、いちばんやさしい資料作成＆プレゼンの入門書です。日本最大級のま

なびのマーケット「ストアカ」で人気講師として支持を集める著者が、これまで数々のセミナーで解説してきたノウハウ

や、受講者の求めるポイントを1冊に凝縮。本書は「プレゼン資料を改善したい人」「プレゼンに苦手意識のある人」

「自己流のプレゼンを卒業したい人」「プレゼンが相手にちゃんと伝わっているか不安な人」におすすめです。

32
オーディエンスの心に届き，良き変化につながる．ここまでできて，そのプレゼンは「よいプレゼンだった」と言える．た

だ資料がきれい，説明が分かりやすいというだけでは，人の認識を変え，行動変容を促すには不十分である．本

書では，表面的な技術に捕らわれることなく，「よいプレゼンとはどういうことか」を深く追求し，その本質を掴むことを

試みた．どんな場所でも誰が聴衆でも，伝えられる力が身に付く，新しいバイブルだ．

29 PRの新しい潮流がテレビや新聞だけでなく、SNS、YouTubeなど、新たなメディアにも対応したPRのあり方を解説！

「伝えたくなる情報」だけが生き残る時代へ

30
誰でもリサーチできる時代だから、本当に知っておくべきことを教えます。

27
///大学生・社会人になってからの勉強法とは？///なぜ「開成流」なのか？　というと、名門校には他校にはない独

自の秘伝があり、その伝承によって天才は生まれるのではないか？　という仮説からである。本書で語られていることは

いたってシンプルであるが、本質的である。ストーリーロジックとストラクチャーロジック。まずはこの2つのワードを鍵として

勉強法を身に付けてほしい。【目次】プロローグ　開成流ロジカル勉強法ってなに？

28
戦略的思考、ロジカルシンキング、地頭力、具体と抽象、無知の知…３２のキーワードの「ＷＨＡＴ（何？）」

「ＷＨＹ（なぜ？）」「ＨＯＷ（どう使う？）」がすっきりわかる。

25
「留学でビザが必要になる，でも手続きは独力でやらないと…」そんな方への手引書です．必要書類の一覧と記入

例はもちろん，大使館面接の注意点，Q&A集など，新規取得に必要十分な情報を，米国移民法弁護士が解

説

26

デザイン思考とは、「人々がもつ本当の問題」を解決するための考え方です。共感、定義、アイデア、プロトタイプ、テ

ストといったプロセスを通して、ユーザーを深く理解し、新しいプロダクトのアイデアを生み出します。著者は、デザイン思

考教育の総本山であるスタンフォード大学d.school在学中に、デザイン思考のファシリテーターとしてキャリアをスター

トし、卒業後は楽天やメルカリでデザイン思考を実践してきました。本書は、「実践」に重きをおいており、デザイン思

考の考え方やスキルを身に付けられる構成になっています。

24 医学・理学系学生が海外留学（渡航前・留学中・留学後・論文投稿のメール）の成功につながる英文メールの

作法の解説とすぐに使えるメール文例（＆日本語訳）．英語教育の専門家であり，医学部での英語教育に携

わってきた著者が言語面・文化面において見落としやすい点，間違えやすい点に配慮した内容．また本文をそのま

まコピペしてメール作成がきるようになっている．

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00024932
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00020546
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00024323
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00024324
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00024334
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00022306
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00022310
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00021159
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00021601
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00024429

