
 

理系学生のための 

論文の書き方 
理系論文対策の電子コンテンツをお届けいたします 

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」をご提供します。 

精選36タイトル 

同時アクセス１ 

277,618円(本体価) 

 ※1点からご購入可 

No.KD0132   2020年10月 

自宅で 

移動中に 

すきま
時間に 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学内でKinoDenのアカウントを   
   作って読みたい本をMy本棚に 

 
 
 
 

リモート閲覧のできる無料アプリ
bREADER Cloudで、ユー
ザーが24時間どこからでも自
分の 
スマホで電子書籍を読める 

紀伊國屋書店 電子書籍営業部 TEL：03-5719-2501 Mail： ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

KinoDenなら 学外からスマホで読めるから 学習がはかどる 

禁帯出の 
レファレンスの 
電子複本にも 

ネイティブが教える 英語論文・グ
ラント獲得・アウトリーチ  
成功の戦略と文章術 
Yellowlees Douglas Maria B. Grant 

プライミング効果、初頭効果、新近効
果、フレーミング効果などを駆使した読
み手の心をつかむメソッドが身につ
く！（羊土社） 

底本刊行年月：2020.07 

同時アクセス１本体価： 8,580円 

読み手を動かす書き方 

理科系のための 
        英語論文表現文例集 
藤野輝雄 

理科系の英語論文で使用される頻度
が高く、役立つと思われる表現やその
表現を含む文例を幅広い分野から集め
た、完成度の高い論文を書くための参
考書。（研究社） 

底本刊行年月：2012.04 

同時アクセス１本体価：5,060円 

定評あるロングセラーの文例集 

トップジャーナル395編の 
      「型」で書く医学英語論文 
河本健 石井達也 

英語論文をもっとうまく、もっと楽に！論
文を12のパートに分け、書き方と頻出

表現を解説。執筆を劇的に楽にする。
（羊土社） 

底本刊行年月：2018.04  

同時アクセス１本体価：8,580円 

論文の型が身につく 

図解でわかる！理工系のための
よい文章の書き方 
福地健太郎【文】 園山隆輔【図解】 

入学から卒業まで使える、評価につ
ながる理工系に必要な一生モノの文
章力が身につく！著者が大学で論文
指導やレポートの添削で蓄積したノウ
ハウを基にした参考書。（翔泳社） 

底本刊行年月：2019.02 

同時アクセス１本体価：6,490円 

論文・レポートを自力で書けるようになる 



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

アン・Ｍ．コーナー【著】瀬野悍二【訳・編】 KP00006882
東京電機大学

出版局

201001 PDF ¥6,649 ¥9,974

一流の科学者が書く英語論文 9784501625009

藤野輝雄 KP00007773
研究社 200603 PDF ¥5,280 ¥7,920

理科系のための

かならず書ける英語論文
9784327451998

藤野輝雄 KP00007777
研究社 200809 PDF ¥3,960 ¥5,940

ベーシック版　理科系のための

かならず書ける英語論文
9784327452155

信定薫 KP00012978
アルク 200902 EPUB(固定レ

イアウト）

¥6,930 ¥10,395

理系たまごの英単語＆表現

41日間トレーニング　りけ単
9784757415355

木下晃吉 KP00020157
中外医学社 201604 PDF ¥6,050 ¥12,100

時間がなくても、お金がなくても、

英語が苦手でも、論文を書く技法
9784498048386

京都大学英語学術語彙研究グループ KP00007778
研究社 200906 PDF ¥3,080 ¥4,620

京大・学術語彙データベース

基本英単語1110
9784327452216

石井隆之 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

英語スタイルブック 9784295403197

﨑村耕二 KP00028188
創元社 201707 EPUBリフロー ¥7,920 ¥11,880

最新　英語論文に

よく使う表現 基本編
9784422810867

﨑村耕二 KP00028189
創元社 201907 EPUBリフロー ¥7,920 ¥11,880

最新 英語論文に

よく使う表現　発展編
9784422810874

佐藤元志【著】

田中宏明/古米弘明/鈴木穣【監修】
KP00030293

技報堂出版 200605 PDF ¥22,000 ¥33,000

英語論文表現例集 9784765530118

森村久美子 KP00004873
アスク出版 201412 PDF ¥6,600

世界中で通じる！理系研究者の英語 9784872179293

Yellowlees Douglas/ Maria B. Grant

【著】布施雄士【翻訳】
KP00031151

羊土社 202007 PDF ¥11,880 ¥23,760

ネイティブが教える英語論文・グラント

獲得・アウトリーチ　成功の戦略と文章

術

9784758108515
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NO 書影

内容紹介

1
日本人の英語論文を長年添削してきた著者が、まちがいだらけの英語表現を指摘。科学英語の語

彙や文章表現の論理性を、語学面を強調しながらわかりやすく解説。意外と知られていない便利な

インターネット上の実践英語サイトを徹底紹介。否定的な意見や意地悪な攻撃に対しても、慌てず

に対処する科学者の心構えを説く、などなど、プロの心得が満載。

2

5

3

4

研究成果を英語で正確に、わかりやすく、効果的に論文にまとめる技術を身につけるためのガイドブッ

ク。工学、医学、化学などの分野の研究論文を初めて英語で書く人から、これまで書いてはいても自

信のない人を対象としています。画期的なヘルプ・シート、豊富な用例、わかりやすい英語の書き方、

充実した索引、価値のある付録が本書の大きな特徴です。

準備編・実践編・活用編の3部構成。準備編では論文作成に必要な基本的事柄を学ぶ。実践編

では７つの基本ユニットの書き方を学ぶ。活用編では論文を書く際に大切な７アイテムを学ぶ。

とにかく時間がない！　研究テーマもみつからない。そんな臨床医のあなたでも、必ずテーマをみつけら

れ、acceptされる論文が効率的に書けるノウハウを、自身も超多忙な現役病棟医長が伝授。必要

なのは「ビジネス思考」「English Writing」「クラウド」そして「学会発表前に論文を作成してしまうこ

と」。なにそれ？というあなたこそ、是非ご一読あれ。

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。

高校までに学習した英語と研究生活で使用する理系英語の間には、大きなギャップがあると言われ

ています。本書はこうした隔たりを埋めるため、理系英語の頻出表現512項目を厳選して、40日間

で効率的に学習できるように編成した語彙集です。 見出し語のほか、関連語や重要フレーズをまと

めた解説や、学習テーマに関連した図表・イラスト、例文を掲載しています。

京都大学の全学的プロジェクト「英語学術語彙データベース」からリストアップされた、大学レベルの学

習・研究に必要とされる基本単語1110をタイプ別に「文系・理系共通」「文系共通」「理系共通」の

各語彙に分類。以上の3部構成で、おのおのの見出し語に研究社が有する辞書データから学術語

としての日本語の語義、習得の助けになる用例を示した。

代表的表現例約510＋その変化形・応用例約470＝合計約980の豊富な文例を収載。大学生

の英作文から卒業論文までライティングの課題に必要な基本事項を整理。海外留学中の大学生・

大学院生の学位論文執筆にすぐに使える。研究成果を世界へ向けて発信する必要に迫られる研

究者、技術職に心強い表現集。

英語で書かれた学術論文から役に立ちそうな表現例5800を集め、整理したもの。英語での研究論

文や国際会議、学会での発表に有益な書。「用語は知っているのだが」「文法も分かっているのだが」

なぜか英米人が書くような文章にならない。そんな悩みのある人のための参考書。便利な日本語索

引付き。

海外出張や国際学会発表、論文作成など、さまざまな研究活動でのコミュニーケーションに即使える

英語表現をまとめた理系大学院生・研究者向けのハンドブック。

最先端の研究論文に使える英語表現の決定版。論理表現、推論表現、修辞的表現―。高度な

論述を可能にする文例・学術表現を豊富に掲載し、徹底解説。読まれ、伝わる論文へと導く、研究

者のための最強の言語マニュアル。収録約800文例。

英作文のプロと研究のプロが、 心理学と神経科学に基づいた、成功の可能性を高める書き方を伝

授．プライミング効果、初頭効果、新近効果、フレーミング効果などを駆使した、読み手の心をつか

むメソッドが身につく！

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00007778


書名 Product　ID 出版社名
底本刊行

年月
フォーマット
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内容紹介

藤野輝雄 KP00007785
研究社 201204 PDF ¥5,060 ¥7,590

理科系のための

英語論文表現文例集
9784327452452

河本健/石井達也【著】 KP00012730
羊土社 201804 PDF ¥8,580 ¥17,160

トップジャーナル396編の

「型」で書く医学英語論文
9784758118286

福地健太郎【文】園山隆輔【図解】 KP00024884
翔泳社 201902 EPUBリフロー ¥6,490 ¥12,980

図解でわかる！

理工系のためのよい文章の書き方
9784798158891

河本健【編】

ライフサイエンス辞書プロジェクト【監】
KP00012521

羊土社 200701 PDF ¥8,360 ¥16,720

ライフサイエンス論文作成のための

英文法
9784758108362

河本健/大武博【著】

ライフサイエンス辞書プロジェクト【監】
KP00012523

羊土社 200901 PDF ¥8,360 ¥16,720

ライフサイエンス論文を書くための

英作文＆用例501
9784758108386

池上正人【編著】 KP00017866
朝倉書店 201501 PDF ¥10,560 ¥15,840 ¥21,120

農学・バイオ系　英語論文ライティング 9784254400229

林皓三郎/

Thomas M. Tarpley【英文校閲】
KP00019188

メジカルビュー

社

200303 PDF ¥9,350

医学・生物学研究者のための

Powerful Vocabulary
9784758304047

植村研一 KP00019190
メジカルビュー

社

200504 PDF ¥9,240

医学・生物学研究者のための

うまい研究発表のコツ
9784758304108

Federico DiRocco/大井静雄 KP00019191
メジカルビュー

社

200610 PDF ¥6,160

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
9784758304139

倉原優 KP00020106
中外医学社 201411 PDF ¥5,566 ¥11,132

本当にあった医学論文 9784498048201

児島将康 KP00020116
中外医学社 201503 PDF ¥7,744 ¥15,488

科学論文はこう作る！ 9784498048225

出村愼一 KP00026227
杏林書院 200706 PDF ¥7,260 ¥9,075 ¥10,890

健康・スポーツ科学のための研究方法 9784764410893
24

14

15

16

17

18

13

大好評ライフサイエンス英語シリーズの決定版。主要な学術誌約150誌、7500万語をもとに文章

パターンを徹底解析。スラスラ書くコツは主語と動詞の選び方にあった！とにかくすぐに書き始めたい人

にオススメ

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。

理科系の英語論文で使用される頻度が高く、役立つと思われる表現やその表現を含む文例を工

学、医学、化学など幅広い分野から集め、学生、技術者、研究者が完成度の高い論文を仕上げる

ための有用な参考書となるように構成。ヘルプ・シート、詳細な目次、索引により、必要とする表現が

容易に探し出せるようになっている。

医学英語論文をもっとうまく！もっと楽に！論文を12のパート（Move）に分け、書き方と頻出表

現を解説。執筆を劇的に楽にする論文の「型」とトップジャーナルレベルの優れた英語表現が身につき

ます！

約3000万語の論文データベースを徹底分析！論文執筆でよく使われる文法が一目でわかる。「前

置詞の使い分け」など、避けては通れない重要表現も多数収録。“なんとなく正しい”英文からステッ

プアップしよう！

初めて英語で論文を書こうとする農学・バイオ系の学生・研究者に向けたライティングの入門書。〔内

容〕科学論文とは／修辞法／英語論文の書き方／各分野（作物・園芸学、微生物学、食品・

栄養学、畜産学、水産学）での実際／論文の投稿

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！

「70年間心臓に残っていた弾丸」「体温13.7℃から生還した女性」といった驚きの症例報告から、

「床に落ちた食べ物は安全か？」「指の関節を鳴らしすぎると関節炎になる？」という素朴な疑問を

大真面目に調べた臨床試験、「直腸マッサージでしゃっくりが止まる⁉」のような臨床に役立つ（かも

しれない）論文まで、実在するふしぎな医学論文の数々を紹介。

本書では、研究の実施に必要な、研究計画の立て方からデータの処理方法までの手順を第1部と

第2部に分けて解説しました。 実際に研究をはじめようと考えている方、または基本から学びたい方の

ために、第1部で実験および調査研究における研究計画の立て方、遂行の実際および留意点などに

ついて詳説しました。第2部では、実験および調査研究において得られたデータの処理方法、統計的

解析方法をそれぞれの目的に応じて実際のデータを例示して説明しています。 

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。

インターネットを介して行う“電子投稿”は、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。

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1000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。
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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

別府俊幸/渡辺賢治 KP00030104
コロナ社 202003 PDF ¥8,580 ¥12,870

工学系卒論の書き方 9784339078220

出村愼一/山次俊介 KP00030278
杏林書院 201506 PDF ¥5,500 ¥6,875 ¥8,250

健康・スポーツ科学のための

卒業論文／修士論文の書き方
9784764411623

北風政史 KP00030402
メディカ出版 202003 PDF ¥10,560 ¥15,840

医学・理工・自然科学系

研究者のための

英語論文ラクラク・アクセプト

9784840472210

岡崎康司/隅藏康一【編】 KP00012593
羊土社 201201 PDF ¥6,600 ¥13,200

理系なら知っておきたい

ラボノートの書き方　改訂版
9784758120289

島岡要【著】 KP00012737
羊土社 201704 PDF ¥7,920 ¥15,840

行動しながら考えよう

研究者の問題解決術
9784758120784

野口ジュディー/幸重美津子 KP00012979
アルク 200702 EPUB(固定レ

イアウト）

¥12,540 ¥18,810

理系英語のプレゼンテーション 9784757411470

廣岡慶彦【著】 KP00017691
朝倉書店 201403 PDF ¥7,700 ¥11,550 ¥15,400

理科系のための

実戦英語プレゼンテーション
9784254102659

横井川泰弘 KP00018259
金芳堂 201003 PDF ¥11,880 ¥17,820

医学論文英訳のテクニック　改訂5版 9784765314152

髙谷修 KP00018731
金芳堂 201701 PDF ¥4,400 ¥6,600

PT・OT学生の文章力を育てる！

レポートの書き方
9784765317047

森村久美子 KP00022465
アスク出版 201610 PDF ¥6,050 ¥12,100

理系研究者のはじめての

英語コミュニケーション
9784872179965

服部誠/黒田薫 KP00024402
南山堂 201908 PDF ¥5,940 ¥8,910

理系のための知的財産権 9784525030315

山中司/西澤幹雄/山下美朋 KP00030472
裳華房 201911 PDF ¥2,475 ¥3,300

理系

国際学会のためのビギナーズガイド
9784785300104

行動しながら考えれば、あなたの研究生活を取り巻く「悩み」を解決できる。重苦しい悩みに足を絡

め取られた状態で漫然と実験をするのはもうやめよう。あなた自身を取り戻し、あなたが一番するべき

仕事に集中しよう。

30
はじめて理工系の国際学会で発表をしようとしている人たち、特に大学3、4年生、大学院生、研究

者に向けた1冊。約1カ月で英語プレゼンテーションの基本を身に付けるため、学会への参加申し込

みから、論文をもとにした発表の構成の考え方や、スライドや資料作りまでを全30Stageで学びま

す。

ICT営業本部　電子書籍営業部　TEL：03-5719-2501　FAX：03-5436-6921

〒153-8504　東京都目黒区下目黒　3-7-10    ict_ebook@kinokuniya.co.jp

　*上記はカタログ作成時の情報です。価格等は予告なく変更となる場合がございます。

31
豊富な実例を駆使してプレゼン英語を解説。質問に答えられないときの切り抜け方など、とっておきの

コツも伝授。音読CD付〔内容〕心構え／発表のアウトライン／研究背景・動機の説明／研究方法

の説明／結果と考察／質疑応答／重要表現　（当電子版ではCDは提供されておりません。）
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本書はPT・OTをめざす学生向けの髙谷流文章読本である。学生の文章苦手意識の理由は、書く

基本的ルールを知らない、苦手意識が続いてトラウマになっている、「書かされ」意識で書き「提出さ

せられ」ている、という3つが挙げられる。学生がこれらの苦手意識を克服できるように「レポート」「症

例」の書き方の具体例を挙げて解説した「書けない悩み」が「書ける喜び」につながる一冊である。

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。

理系の研究者が自身の成果を守るとき、他者の知恵を借りるとき、著作権・特許権などの「知的財

産権」は常につきまとう。そして、一つひとつを正しく理解していなければ、誰でも不正と認定される恐

れのある重要な問題である。理系研究者が知っておかなければならない知財のポイントを、図表と具

体的判例によりわかりやすく解説した一冊。

国際学会で初めて発表しようとする、理系分野の大学4年生や大学院生を対象とした参考書。プレ

ゼンテーションや要旨の執筆を中心に、英語で発表するための基本姿勢を分かりやすく解説した。冒

頭には「国際学会ってどういうもの？」という章を設け、学生が抱きがちな疑問や不安にも応えた。英

語への過度な苦手意識を取り除き、自信を持って発表できるよう支援する一冊。
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「正しい英文表現」では全体を詳細に見直し、ほとんど文例を書き改めた。「よい表現とわるい表現」

では二者択一問題で、スマートな英文表現が実感でき、 欧米人の書く英語に近づき、繰り返してい

るうちに英語に対する感性が磨かれるようにした。Q＆Aコーナーを随所に設け、著者が講義をしてき

た際の受講者からの疑問、知っておいてほしい文法や語のニュアンスをこのコーナーに盛込んだ。

実験ノート・筆記具の選び方から、記入・保管・廃棄のしかたまで、これ一冊で重要ポイントが丸わか

り！改訂により、大学におけるノート管理の記述を強化＆米国特許法の先願主義移行にも対応。

山中伸弥博士推薦の一冊。

本書は、健康・スポーツ科学領域の学部、修士課程学生を対象とした、論文作成マニュアル、研究

遂行のための基礎知識の提供を目的とし、健康・スポーツ科学領域の研究論文作成を中心にまと

めています。研究の指南書となると難解な内容となりますが、本書では図や表を多用し、イメージを

掴みやすいように工夫しました。 

【読むだけで投稿論文アクセプト率アップ！】 投稿雑誌の選び方から、編集者とのやり取り、論文の

作法から英語表現のコツまで。アクセプトポイントや踏んではいけないリジェクト地雷ポイントなど、短

時間で効率よく学べる。医学系のみならず、理工・自然科学系にも応用できる。

本書は、工学系の大学・高専の学生がわかりやすく論理的な文章を書くための論文作成ガイドブック

である。よい例、悪い例、改善例を示し、学生が陥りやすいポイントや技術文書特有の表現などを指

摘する。卒論指導をする教員にも最適。


