
 

文系学生のための 

論文の書き方 
 

文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21タイトル 

同時アクセス１ 

153,758円(本体価) 

 ※1点からご購入可 

No.KD0133   2020年11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 

大学１年生からの 
 社会を見る眼のつくり方 
大学初年次教育研究会 

学びの技術はもちろん、情報、政治、
ジェンダー、労働といった基本的なテー
マを選び、統計資料、学生への問い、レ
ポートや討論の課題、検索キーワード
などを提示。まったく新しい大学１年生
用の教科書。（大月書店）  

底本刊行年月：2020.03 

同時アクセス１本体価：4,840円 

情報を自分で取りに行けるようになる 

クリティカル・リーディング入門 
大出敦 

「レポート」や「論文」の執筆では、高
校生までとは異なる「テキストを読む」
レベルが求められています。「何を論
じたらいいのか分からない」という大
学生がぶつかる悩みに、人文系の例
題を使って答える一冊。（慶應義塾大
学出版会） 

底本刊行年月：2015.10 

同時アクセス１本体価：5,610円 

人文系のための読書レッスン 

引用する極意引用される極意 
林紘一郎 名和小太郎 

優れた業績をあげることが研究者間の
競争を勝ち抜くために必要である。そ
のためには優れた論文を書かねばな
らない。本書は優れた論文を書くため
の「引用の仕方」について具体例を用
いてその手順を示す。（勁草書房） 

底本刊行年月：2009.04  

同時アクセス１本体価： 9,680円 

京大・学術語彙データベース 
 本英単語1110 
京都大学英語学術語彙研究グループ 

大学レベルの学習・研究に必要とされ
る基本単語をタイプ別に「文系・理系
共通」「文系共通」「理系共通」の各語
彙に分類。京都大学の「英語学術語
彙データベース」から学術研究に必要
な基本単語を収録。（研究社）   

底本刊行年月：2009.06 

同時アクセス１本体価：3,080円 

学術語彙力のさらなる強化 

学問における引用の役割 



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

クリティカル・リーディング入門 KP00001854

慶應義塾大学

出版会

201510 PDF ¥5,610 - ¥8,415

大出敦【著】

慶應義塾大学教養研究

センター【監修】

9784766422740

大学1年生からの

プロジェクト学習の始めかた
KP00031696

慶應義塾大学

出版会

201911 PDF ¥4,400 - ¥6,600

常盤拓司/西山敏樹 9784766426366

大学１年生からの

社会を見る眼のつくり方
KP00029707

大月書店 202003 PDF ¥4,840 - ¥7,260

大学初年次教育研究会 9784272412426

文科系のための

情報発信リテラシー
KP00006701

東京電機大学

出版局

200402 PDF ¥6,138 - ¥9,207

永﨑研宣 9784501536909

引用する極意

引用される極意
KP00009792

勁草書房 200904 PDF ¥9,680 - ¥14,520

林紘一郎/名和小太郎 9784326000333

京大・学術語彙データベース

基本英単語1110
KP00007778

研究社 200906 PDF ¥3,080 - ¥4,620

京都大学英語学術語彙

研究グループ
9784327452216

人文・社会科学のための

研究倫理ガイドブック
KP00001852

慶應義塾大学

出版会

201510 PDF ¥8,360 - ¥12,540

眞嶋俊造/奥田太郎/

河野哲也【編著】
9784766422559

NO 書影

内容紹介

1

2

3

4

5

6

7

大学現場での導入が増加している「プロジェクト学習（PBL）」についての初心者向けテキス

ト！ そもそもプロジェクトとは何か、必要なもの、評価やふりかえりまでを実践例を踏まえて解

説！ 計画表や管理表のテンプレートなど巻末資料も充実！  近年、その学習効果から大学

現場でもプロジェクト学習（PBL=Project BasedLearning）の導入が増加しているが、

実際に行う学生にも、指導・監督を担う教員にもプロジェクト推進についての経験や知識が

十分にないケースも多い。 

学びの技術はもちろん、情報、政治、ジェンダー、労働といった基本的なテーマを選び、統計

資料、学生への問い、レポートや討論の課題、検索キーワードなどを提示。若手教員もすぐ

に使える、まったく新しい大学1年生用の教科書。

本書は、「文科系のための情報発信リテラシー」とタイトルにあるとおり、そうした現状におい

て、すでに情報リテラシーをひととおり身につけた文科系の人が、もう一歩高度な情報発信を

していくうえで必要となるリテラシー、すなわち「情報発信リテラシー」を身につけてもらうことを目

的としている。

第1部　引用する極意　学問における引用の役割/引用と著作権法/引用可能な著作物と

引用類似の行為　ほか　第2部　出典明示の極意/共通ルール/お勧め出典明示法（テン

プレート）と参考資料　第3部　引用される極意/文系の論文対理系の論文/学術論文の

内と外/学術雑誌の表と裏　ほか

この本は、2012年に出版された『アカデミック・スキルズ―大学生のための知的技法入門第

2版』のシリーズの姉妹編です。大学生が直面する「レポート」や「論文」の執筆では、高校生

までとは異なる「テキストを読む」レベルが求められています。そのときに「どうやって読んだらいい

のか」、「感想文ではなぜ駄目なのか」、「何を論じたらいいのか分からない」という大学生がぶ

つかる悩みに、人文系の例題を使って答える一冊です。

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。

研究倫理の遵守が求められるのは、本来、研究と研究に関わる活動を円滑に進めるためで

あって、不正行為を防止することだけを目的として研究者の手足を縛るためではありません。

本書は、学生や研究者の皆さんが研究の過程で遭遇する研究倫理を問われる多様な場

面を想定し、何が問題になるかを知り、それについてどう考えるか自問し、実践につなげていく

ための、また、「健全な」研究倫理教育・啓発制度を考えるための、ヒントと提案がつまったガ

イドブックです。



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

人文・社会科学のための

テキストマイニング　改訂新版
KP00017998

誠信書房 201409 PDF ¥5,280 - ¥7,920

松村真宏/三浦麻子 9784414300031

人文社会37万語

英和対訳大辞典
KP00005071

日外アソシエー

ツ

200503 PDF ¥34,100 - ¥51,150

人文社会対訳大辞典編集

委員会【編】
9784816919022

社会科学系のための

「優秀論文」作成術
KP00009780

勁草書房 201004 PDF ¥7,260 - ¥10,890

川崎剛 9784326000340

経営・商学系大学院生のための

論文作成ガイドブック　改訂版
KP00004782

文眞堂 201010 PDF ¥3,520 - ¥5,280

片岡信之/斎藤毅憲ほか

【編著】
9784830946929

はじめての英語教育研究 KP00024372

研究社 201608 PDF ¥5,280 - ¥7,920

浦野研/亘理陽一/田中武夫/

藤田卓郎/高木亜希子
9784327421977

心理学データ分析と測定 KP00007119

勁草書房 201407 PDF ¥7,700 - ¥11,550

岡本安晴 9784326250974

心理学研究法の新しいかたち KP00017989

誠信書房 200603 PDF ¥7,480 - ¥11,220

吉田寿夫【編著】 9784414301540

12

13

14

9

10

11

8
テキストマイニングを、“分かりやすく”、そして“タダ”で行うことを可能にする一冊。著者が開発

したフリーソフト「TinyTextMiner」をはじめとする各種ソフトウェアの活用法から、自然言語

処理、統計解析、データマイニングの分野を幅広くカバーした。改訂新版では、使用ソフトの

変更に伴い旧版の第５章を全面改訂し、時代にあわせた内容に刷新している。人文・社会

学分野の学部学生、大学院生・研究者の入門書として最適な内容である。

ビジネス、経済、政治、法律、社会、教育、美術、歴史、文化、宗教、文学など人文社会

分野の用語37万語の英和対訳辞典。JIS用語・文部科学省学術用語も多数収録。分

野ごとの用語集では調べにくい、いくつかの学問領域にまたがった学際的な専門用語も網

羅。全ての用語に使用分野を明記したので、分野による訳語の違いがわかる。

政治学、社会学、経済学といった社会科学では、論文の「型」があいまいで、大学でもきちん

と教えられていない。本書では、北米の大学で長年研究生活をおくっている著者が、プロ研

究者のための査読論文、院生のための博士・修士論文、さらには大学生のための卒業論文

の書き方まで、平易明快・懇切丁寧に指南。

良い論文・合格する論文とは？論文の書き方、学位の取り方を教えます。大学院生・社会

人院生・外国人留学生の「研究生活全般」をサポートします。今回の改定では、文献・デー

タのネット検索についての記述の強化、研究を進める上での基礎的研究方法を新たに追

加、さらに論文作成へのパソコンソフトの利用など新しい内容を盛り込んでいます。

英語教育研究を始める人のための入門書 英語教育の分野で研究を始めたいと考えている

人のための入門書です。研究は基本的に、「研究テーマを決める」「先行研究を探す」「研究

課題を絞る」「データを収集する」「データを分析する」「成果を発表する」という一連のプロセス

から成りますが、本書はその各段階について、具体例を挙げながら分かりやすく解説していま

す。英語教育研究について、基礎から体系的に学びたいと考えている大学生・院生や英語

教員などに最適です。

目に見えない心をどのようにして科学的に扱えばよいのか。心理学研究法の基礎を学ぶ。モ

デルとデータに基づいて心を理解する上での重要なポイントや、感覚や印象といった心理学

的概念の測定方法を解説。

尺度構成・共分散構造分析・サンプルサイズなどの量的研究法、フィールドワークなどの質的

研究法等、様々な方法論をただ取り入れただけでは妥当性の低い研究にもなりかねない。

本書は研究方法論再構築の一助となるような論考を所収し、各研究法の問題点と展望と

ともにその真髄が論じられている。



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

NO 書影

内容紹介

心理学のための

英語論文の書き方・考え方
KP00017773

朝倉書店 201406 PDF ¥7,700 ¥11,550 ¥15,400

羽生和紀【著】 9784254520194

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

ソーシャルワーカーのための

研究ガイドブック
KP00032786

中央法規出版 201904 PDF ¥6,600 - ¥9,900

日本ソーシャルワーク学会

【監修】
9784805858615

歴史学で

卒業論文を書くために
KP00025943

創元社 201909 EPUBリフロー ¥4,290 - ¥6,435

村上紀夫 9784422800417

アニメ聖地巡礼の観光社会学 KP00021777

法律文化社 201809 PDF ¥6,160 - ¥9,240

岡本健 9784589039576

地理を学ぼう

地理エクスカーション
KP00017839

朝倉書店 201505 PDF ¥7,260 ¥10,890 ¥14,520

伊藤徹哉/鈴木重雄/

立正大学地理学教室【編】
9784254163544

ジオ・パルNEO ［第2版］ KP00016505

海青社 201704 PDF ¥5,500 - ¥8,250

野間晴雄/香川貴志/土平博/

山田周二/河角龍典【編】
9784860993153
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17

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。

英語論文の発想や考え方からスタイル・投稿の心構えまでわかりやすく解説。構成・展開・文

章のスタイル/文体・文法/単語の選び方/英語力/内容の法則/論文の構造分析/表と図/

投稿・再投稿/Q&A/参考図書・引用文献

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。

ソーシャルワーカーが初めて研究に取組む際のプロセスを基礎から解説。研究デザイン、研究

倫理、データの集め方、分析方法、学会発表、学会論文のまとめ方等に加え、実際の研究

も紹介・解説する。実践を研究に結び付ける「研究できるソーシャルワーカー」になるための手

引書。

就活やバイトで忙しい学生に、どうやったら、しっかり卒論を書いてもらえるのか。長年、学生の

卒論指導に苦労し、失敗を重ねてきた日本史の先生が書き下ろした、本当に学生に役に立

ち、使ってもらえる面白い卒論執筆ガイド。普段のレポートとはレベルの違う、人生一度の学

術論文をしっかり書くための、コンパクトだけど強い味方。また、過去に卒論を書いた社会人に

は、悔恨と懐旧の情がないまぜになって押し寄せること間違いなし。

国内外で注目を集めるアニメ聖地巡礼の起源・実態・機能を、聖地巡礼研究の第一人者

である著者が分析。《アニメ聖地巡礼の起源・実態・機能を分析》  ◎ 『ゾンビ学』（人文書

院）・『n次創作観光』（北海道冒険芸術出版）の著者が博士論文を加筆修正し、100

枚を超える図・表・写真を収めつつ、文献・新聞・雑誌記事分析、アニメ作品分析、質問紙

調査、インタビュー調査、SNSやウェブサイトのアクセス解析等を組み合わせて探究した決定

版。  

地理学の実地調査「地理エクスカーション」を具体例とともに学ぶ入門書。フィールドワークの

面白さを伝える。〔内容〕地理エクスカーションの意義・すすめ方/都市の地形と自然環境/カ

ザン/観光地での防災/地域の活性化/他

地理学を学ぶすべての人たちに「地理学とは」を端的に伝える「地理学・地域調査便利

帖」。ネット化が加速する社会に対応し情報を全面アップデート。2012年の初版から価格

据置で改訂増補。イントロ、スタディ、アドバンスの内容をさらに進化させました。好評のカラー

口絵も入れ替え、GISの項（9章）では地理院地図、WebGISなど高価なソフトウェアを

用いずに利用できるノウハウを紹介。


