２F企画展示

研究に役立つ本

展示期間：2018年10月9日-11月中旬

「もっと詳しく知りたいけど、今さら誰かに聞きづらい」
研究をしていて、そんな悩みはありませんか？
今回は、研究者としての道を目指す学生・院生にも、若手研究者にも、おすすめの展示をします。
研究者としての心得、自伝、研究方法、論文の書き方、学会発表など、研究に関する本を幅広く集めています。
ぜひ、たくさん読んで、今後の研究に役立てて下さい。
書名等
カルチャロミクス : 文化をビッグデータで計測する / エレツ・エイデン, ジャン=バティースト・
ミシェル著 ; 阪本芳久訳. -- 草思社, 2016.2.
人文・社会科学のための研究倫理ガイドブック / 眞嶋俊造, 奥田太郎, 河野哲也編著. -慶應義塾大学出版会, 2015.10.
これから学会発表する若者のために : ポスターと口頭のプレゼン技術 / 酒井聡樹著. -第2版. -- 共立出版, 2018.7.
責任ある研究のための発表倫理を考える / 東北大学高度教養教育・学生支援機構編. - 東北大学出版会, 2017.3. -- (高等教育ライブラリ ; 11).
これからのエリック・ホッファーのために : 在野研究者の生と心得 / 荒木優太著. -- 東京
書籍, 2016.3.
学問は現実にいかに関わるか / 三谷太一郎著. -- 東京大学出版会, 2013.2.
資料検索入門 : レポート・論文を書くために / 市古みどり編著 ; 上岡真紀子, 保坂睦著. - 慶應義塾大学出版会, 2014.1. -- (アカデミック・スキルズ).
研究発表のためのスライドデザイン : 「わかりやすいスライド」作りのルール / 宮野公樹
著. -- 講談社, 2013.4. -- (ブルーバックス ; B-1813).
Power Pointによる理系学生・研究者のためのビジュアルデザイン入門 / 田中佐代子著. - 講談社, 2013.7.
文献調査法 : 調査・レポート・論文作成必携 : 情報リテラシー読本 / 毛利和弘著. -- 第7
版. -- 毛利和弘.
才能を引き出した情報空間 : トップランナーの図書館活用術 / 岡部晋典著. -- 勉誠出版,
2017.8. -- (ライブラリーぶっくす).
質的研究法 / G・W・オルポート著 ; 福岡安則訳. -- 弘文堂, 2017.1.
これから心理学を学ぶ人のための研究法と統計法 / 西村純一, 井上俊哉著. -- ナカニシ
ヤ出版, 2016.1.
Publication manual of the American Psychological Association. -- : hard, : pbk, : wir-o. -5th ed. -- American Psychological Association, c2001.
いまさら聞けない疑問に答える心理学研究法のキホンQ&A100 / ニール・J・サルキンド著
; 畑中美穂訳. -- 新曜社, 2017.5.
なるほど!心理学研究法 / 三浦麻子監修・著. -- 北大路書房, 2017.5. -- (心理学ベーシッ
ク / 三浦麻子監修 ; 第1巻).
量から質に迫る : 人間の複雑な感性をいかに「計る」か / 村井源編. -- 新曜社, 2014.7.
実践研究の理論と方法 / 本郷一夫編著. -- 金子書房, 2018.4. -- (シリーズ支援のため
の発達心理学 / 本郷一夫監修).
調査研究の方法 / 石丸径一郎著. -- 新曜社, 2011.4. -- (臨床心理学研究法 / 下山晴彦
編 ; 5).
心理学研究法 / 村井潤一郎, 藤川麗編. -- 遠見書房, 2018.8. -- (公認心理師の基礎と
実践 / 野島一彦, 繁桝算男監修 ; 第4巻).
量的研究法 / 南風原朝和著. -- 東京大学出版会, 2011.11. -- (臨床心理学をまなぶ /
下山晴彦編 ; 7).
僕たちが何者でもなかった頃の話をしよう / 山中伸弥 [ほか] 著 ; [正]. -- 文藝春秋,
2017.2 -- (文春新書 ; 111).
考古学研究法 : 遺跡・遺構・遺物の見方から歴史叙述まで / 勅使河原彰著. -- 新泉社,
2013.6.
オーラルヒストリーとは何か / アレッサンドロ・ポルテッリ著 ; 朴沙羅訳. -- 水声社, 2016.2.
好奇心の赴くままに : 私が科学者になるまで / リチャード・ドーキンス著 ; 垂水雄二訳. -早川書房, 2014.5. -- (ドーキンス自伝 ; 1).
ささやかな知のロウソク : 科学に捧げた半生 / リチャード・ドーキンス著 ; 垂水雄二訳. -早川書房, 2017.2. -- (ドーキンス自伝 / リチャード・ドーキンス著 ; 垂水雄二訳 ; 2).
ニュートリノと私 : not a miracle at all / 小柴昌俊著. -- PHP研究所, 2014.8.
僕はこうして科学者になった : 益川敏英自伝 / 益川敏英著. -- 文藝春秋, 2016.7.
中村修二劇場 / 日経BP社特別編集班編. -- 日経BP社.
事実は真実の敵なり / 野依良治著. -- 日本経済新聞出版社, 2011.4. -- (私の履歴書 /
日本経済新聞社編).
ストックホルムへの廻り道 : 私の履歴書 / 大村智著. -- 日本経済新聞出版社, 2017.9.
奇想の発見 : ある美術史家の回想 / 辻惟雄著. -- 新潮社, 2014.6.
走り続ける力 / 山中伸弥著. -- 毎日新聞出版, 2018.7.
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配架場所

請求記号

3F開架新体系

002.7//A24//9207

3F開架新体系

002.7//MA32//6424

3F開架新体系

002.7//SA29//8620

3F開架新体系

002.7//TO25//0564

2F就職応援

002//A64//0280

3F開架新体系

002//MI58//2799

3F開架新体系

007.58//I14//6554

4F新書版

007.63//MI79//5125

3F開架新体系

007.63//TA84//0995

3F開架新体系

015.2//MO45//2833

3F開架新体系

015//O37//3193/

3F開架新体系

140.7//A41//6859

3F開架新体系

140.7//N84//8841

7F新体系

140.7//P96//7574

3F開架新体系

140.7//SA53//9194

3F開架新体系

140.7//SH69//9286

3F開架新体系

141.2//MU41//3720

3F開架新体系

143//SE83//7062

3F開架新体系

146.07//I77//1427

3F開架新体系

146.89//KO75//9148

3F開架新体系

146//H11//2384

4F新書版

159.7//Y34//7027

3F開架新体系

202.5//TE82//7356

3F開架新体系

207//P83//1016

3F開架新体系

289//D47//1121

3F開架新体系

289//D47//7026

3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系

289//KO84//5813
289//MA67//4017
289//N73//6879

3F開架新体系

289//N97//1790

3F開架新体系
3F開架新体系
3F卒業生著作

289//O64//7471
289//TS41//3879
289//Y34//9081

書名等
人間科学のための混合研究法 : 質的・量的アプローチをつなぐ研究デザイン / J. W. クレ
スウェル, V. L. プラノ クラーク著 ; 大谷順子訳. -- 北大路書房, 2010.11.
社会科学のケース・スタディ : 理論形成のための定性的手法 / アレキサンダー・ジョージ,
アンドリュー・ベネット著 ; 泉川泰博訳. -- 勁草書房, 2013.1.
International encyclopedia of the social & behavioral sciences / editors-in-chief Neil J.
Smelser, Paul B. Baltes. -- : set, alk. paper - v. 1. -- Elsevier, 2001.
Rによる実証分析 : 回帰分析から因果分析へ / 星野匡郎, 田中久稔共著. -- オーム社,
2016.11.
社会科学系のための英語研究論文の書き方 : 執筆から発表・投稿までの基礎知識 / 石
井クンツ昌子著. -- ミネルヴァ書房, 2010.2.
社会科学系のための「優秀論文」作成術 : プロの学術論文から卒論まで / 川崎剛著. -勁草書房, 2010.4.
基礎から学ぶ犯罪心理学研究法 / 桐生正幸編著. -- 福村出版, 2012.9.
法科大学院はどうなる : 若手弁護士の声 / 渡部容子, 永山茂樹, 立松彰編著 ; 青年法律
家協会弁護士学者合同部会編. -- 花伝社.
経済学の宇宙 / 岩井克人著 ; 前田裕之聞き手. -- 日本経済新聞出版社, 2015.4.
定量分析の教科書 : ビジネス数字力養成講座 / グロービス著 ; 鈴木健一執筆. -- 東洋
経済新報社, 2016.12.
会計学の研究方法 / Malcolm Smith [著] ; 平松一夫監訳. -- 中央経済社, 2015.3.
プレゼンテーション概論 / 大島武編著 ; 水原道子, 西尾宣明著. -- 新訂版. -- 樹村房,
2014.3.
女も男もフィールドへ / 椎野若菜, 的場澄人編. -- 古今書院, 2016.6. -- (100万人の
フィールドワーカーシリーズ ; 12).
フィールドに入る / 椎野若菜, 白石壮一郎編. -- 古今書院, 2014.6. -- (100万人のフィー
ルドワーカーシリーズ ; 1).
質的社会調査の方法 : 他者の合理性の理解社会学 = Qualitative research methodology
/ 岸政彦, 石岡丈昇, 丸山里美著. -- 有斐閣, 2016.12. -- (有斐閣ストゥディア).
質的調査の方法 : 都市・文化・メディアの感じ方 / 工藤保則, 寺岡伸悟, 宮垣元編. -- 第2
版. -- 法律文化社, 2016.12.
最強の社会調査入門 : これから質的調査をはじめる人のために / 前田拓也 [ほか] 編. - ナカニシヤ出版, 2016.7.
女性研究者とワークライフバランス : キャリアを積むこと、家族を持つこと / 仲真紀子, 久
保(川合)南海子編. -- 新曜社, 2014.9.
中村修二の反骨教育論 : 21世紀を生き抜く子に育てる / 中村修二著. -- 小学館,
2014.12. -- (小学館新書 ; 230).
兵器と大学 : なぜ軍事研究をしてはならないか / 池内了, 小寺隆幸編. -- 岩波書店,
2016.9. -- (岩波ブックレット ; 957).
経験と知の再構成 : 社会人のための社会科学系大学院のススメ / 東洋大学福祉社会シ
ステム専攻出版委員会編. -- 東信堂, 2011.3.
アメリカ研究大学の大学院 : 多様性の基盤を探る / 阿曽沼明裕著. -- 名古屋大学出版
会, 2014.2.
理系大学院留学 : アメリカで実現する研究者への道 / カガクシャ・ネット著. -- アルク,
2010.3. -- (留学応援シリーズ).
大学院留学のすべて : 入学後絶対後悔しないための10のステップ : 最新版 / 佐藤庸善
著 ; 大学院留学コンサルティング編. -- 明日香出版社, 2011.4.
いかにして研究費を獲得するか : 採択される申請書の書き方 / Gerard M.Crawley, Eoin
O'Sullivan著 ; 桜井香織訳. -- 化学同人, 2017.3.
科研費獲得の方法とコツ : 実例とポイントでわかる申請書の書き方と応募戦略 / 児島将
康著. -- 改訂第5版. -- 羊土社, 2017.8.
科研費申請書の赤ペン添削ハンドブック / 児島将康著. -- 羊土社, 2016.9.
科研費獲得の方法とコツ : 実例とポイントでわかる申請書の書き方と応募戦略 / 児島将
康著. -- 改訂第6版. -- 羊土社, 2018.8.
科研費採択される3要素 : アイデア・業績・見栄え / 郡健二郎著. -- 第2版. -- 医学書院,
2017.6.
学振申請書の書き方とコツ : DC/PD獲得を目指す若者へ / 大上雅史著. -- 講談社,
2016.4.
利益相反とは何か : どうすれば科学研究に対する信頼を取り戻せるのか / 新谷由紀子
著. -- 筑波大学出版会.
大学の研究者が知っておきたい科研費のしくみと研究をめぐる状況 / 渡邊淳平著. -- 科
学新聞社, 2016.5.
人文・社会科学系大学院生のキャリアを切り拓く : 「研究と就職」をつなぐ実践 / 佐藤裕
[ほか] 編著. -- 大月書店, 2014.3.
理工系&バイオ系大学院で成功する方法 / パトリシア・ゴスリング, バルト・ノールダム著 ;
白楽ロックビル監訳・解説. -- 日本評論社, 2010.6.
研究する大学 : 何のための知識か / 小林傳司(代表)著. -- 岩波書店, 2013.7. -- (シリー
ズ大学 / 広田照幸 [ほか] 編 ; 4).
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配架場所

請求記号

4F開架新体系

301.6//C92//7990

4F開架新体系

301.6//G35//2376

2F参考（一般）

303//I57//7583

4F開架新体系

307//H92//6682

4F開架新体系

307//I75//7985

4F開架新体系

307//KA97//4152

4F開架新体系

326.34//KI54//8039

4F開架新体系

327.07//W46//3782

4F開架新体系

331.04//I93//4239

4F開架新体系

336.1//G52//6250

4F開架新体系

336.9//SM5//2073

4F開架新体系

361.4//O77//1856

4F開架新体系

361.9//H99//1875

4F開架新体系

361.9//H99//2096

4F開架新体系

361.9//KI56//5946

4F開架新体系

361.9//KU17//7291

4F開架新体系

361.9//MA26//3453

4F開架新体系

366.38//N31//4784

4F新書版

370.4//N37//7159

4F開架新体系

377.21//I35//4326

4F開架新体系

377.21//TO83//1407

4F開架新体系

377.253//A93//8664

4F開架新体系

377.6//KA16//8811

4F開架新体系

377.6//SA85//6192

4F開架新体系

377.7//C91//8309

4F開架新体系

377.7//KO39//1148

4F開架新体系

377.7//KO39//3853

4F開架新体系

377.7//KO39//9083

4F開架新体系

377.7//KO79//0865

4F開架新体系

377.7//O91//0324

4F開架新体系

377.7//SH69//4460

4F開架新体系

377.7//W46//4578

4F開架新体系

377.9//SA85//1831

4F開架新体系

377//G69//3503

4F開架新体系

377//SE83//9300

書名等
女性科学者に一条の光を : 猿橋賞30年の軌跡 / 女性科学者に明るい未来をの会編. -ドメス出版, 2010.4.
背信の科学者たち : 論文捏造はなぜ繰り返されるのか? / ウイリアム・ブロード, ニコラス・
ウェイド著 ; 牧野賢治訳. -- 講談社, 2014.6.
世界を変えた50人の女性科学者たち / レイチェル・イグノトフスキー著 ; 野中モモ訳. -創元社, 2018.4.
女子理学教育をリードした女性科学者たち : 黎明期・明治期後半からの軌跡 / 日本女子
大学理学教育研究会編. -- 明石書店, 2013.2. -- (日本女子大学叢書 ; 13).
理系という生き方 : 東工大講義 : 生涯を賭けるテーマをいかに選ぶか / 最相葉月著. -ポプラ社, 2018.2. -- (ポプラ新書 ; 144).
科学者という仕事 : 独創性はどのように生まれるか / 酒井邦嘉著. -- 中央公論新社,
2006.4. -- (中公新書 ; 1843).
科学の困ったウラ事情 / 有田正規著. -- 岩波書店, 2016.2. -- (岩波科学ライブラリー ;
247).
科学の現場 : 研究者はそこで何をしているのか / 坂井克之著. -- 河出書房新社, 2015.2.
-- (河出ブックス ; 080).
職業としての科学 / 佐藤文隆著. -- 岩波書店, 2011.1. -- (岩波新書 ; 新赤版 1290).
なぜ理系に進む女性は少ないのか? : トップ研究者による15の論争 / S・J・セシ, W・M・
ウィリアムス編 ; 大隅典子訳. -- 西村書店, 2013.6.
博士号だけでは不十分! : 理系研究者として生き残るために / ピーター・J.ファイベルマン
著 ; 西尾義人訳. -- 白揚社, 2015.5.
若き研究者の皆さんへ : 青葉の杜からのメッセージ / 花輪公雄著 ; 続. -- 東北大学出
版会, 2015.11-. -- (東北大学出版会ブックレット ; 001-002).
理系のための研究者の歩き方 / 長谷川健編著. -- 麦人社, 2014.4.
研究者としてうまくやっていくには : 組織の力を研究に活かす / 長谷川修司著. -- 講談
社, 2015.12. -- (ブルーバックス ; B-1951).
日本人研究者のための絶対できる英語プレゼンテーション / Philip Hawke, Robert F.
Whittier著 ; 福田忍訳. -- 羊土社, 2011.12.
国際誌エディターが教えるアクセプトされる論文の書きかた / 上出洋介著. -- 丸善出版,
2014.5.
理系学生が一番最初に読むべき!英語科学論文の書き方 : IMRaDでわかる科学論文の構
造 / 片山晶子編集・執筆 ; 中嶋隆浩, 三品由紀子執筆. -- 中山書店, 2017.4.
若き科学者へ / ピーター・B・メダワー [著] ; 鎮目恭夫訳. -- 新版. -- みすず書房,
数を表現する技術 : 伝わるレポート・論文・プレゼンテーション / Jane E. Miller著 ; 長塚隆
監訳. -- オーム社, 2006.6.
理系のためのレポート・論文完全ナビ / 見延庄士郎著. -- 新版. -- 講談社, 2016.2.
実験ノートの書き方 : 誰も教えてくれなかった : 研究を成功させるための秘訣 / 野島高彦
著. -- 化学同人, 2017.7.
冠詞用法 / グレン・パケット著. -- 京都大学学術出版会, 2016.10. -- (科学論文の英語用
法百科 = English composition for scholarly works ; 第2編).
科学者として生き残る方法 / フェデリコ・ロージ, テューダー・ジョンストン著 ; 高橋さきの
訳. -- 日経BP社.
研究者の品格 : 科学・工学の倫理 / 桜井邦朋著. -- 日本理工出版会, 2009.3.
行動しながら考えよう : 研究者の問題解決術 / 島岡要著. -- 羊土社, 2017.4.
研究者として生きるとはどういうことか / 杉山幸丸著. -- 東京化学同人, 2018.6. -- (科学
のとびら ; 63).
科学者の研究倫理 : 化学・ライフサイエンスを中心に / 田中智之, 小出隆規, 安井裕之著.
-- 東京化学同人, 2018.6.
若き科学者への手紙 : 情熱こそ成功の鍵 / エドワード・O.ウィルソン著 ; 北川玲訳. -- 創
元社, 2015.2.
楽しく悩ましい科学論文英語 / 山崎登志成著. -- 東京図書出版.
理工系のための超頑張らないプレゼン入門 / 安田陽著. -- オーム社, 2018.8.
ニュートリノ小さな大発見 : ノーベル物理学賞への階段 / 梶田隆章+朝日新聞科学医療
部著. -- 朝日新聞出版, 2016.6. -- (朝日選書 ; 945).
いっしょに考えてみようや : ノーベル物理学賞のひらめき / 小林誠, 益川敏英著. -- 朝日
新聞出版, 2009.8. -- (朝日選書 ; 858).
光る生物の話 / 下村脩著. -- 朝日新聞出版, 2014.4. -- (朝日選書 ; 917).
鈴木章ノーベル化学賞への道 / 北海道大学CoSTEP著. -- 北海道大学出版会, 2011.1.
人はなぜ御用学者になるのか : 地震と原発 / 島村英紀著. -- 花伝社.
裏山の奇人 : 野にたゆたう博物学 / 小松貴著. -- 東海大学出版部, 2014.8. -- (フィール
ドの生物学 ; 14).
今,この論文が熱い / 細胞工学JOURNAL CLUB編. -- 学研メディカル秀潤社. -- (細胞工
学 ; 別冊 . 最新バイオ論文解説総集編 ; 1).
Prof.佐谷 (さや) のバイオ論文はこう書く / 佐谷秀行著. -- 学研メディカル秀潤社.
生涯最高の失敗 / 田中耕一著. -- 朝日新聞社, 2003.9. -- (朝日選書 ; 736).
バッタを倒しにアフリカへ / 前野ウルド浩太郎著. -- 光文社, 2017.5. -- (光文社新書 ;
883).
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書名等
人類最後のタブー : バイオテクノロジーが直面する生命倫理とは / リー・M・シルヴァー著
; 楡井浩一訳. -- 日本放送出版協会, 2007.3.
コピペしないレポートから始まる研究倫理 : その一線、越えたらアウトです! / 上岡洋晴著.
-- ライフサイエンス出版, 2016.12. -- (ライフサイエンス選書).
若手研究者のための学会発表講座・論文の書き方講座 / 浅香正博監修. -- メディカルレ
ビュー社, 2015.4.
研究者のための国際学会プレゼンテーション / 久保田浪之介著. -- 新訂版. -- 共立出
版, 2012.4.
理工系学生のための日本語表現法 : アウトカム達成のための初年次教育 / 森下稔編集
代表 ; 大岡紀理子, 谷口利律, 鴨川明子編. -- 第3版. -- 東信堂, 2016.10.
技術レポート作成と発表の基礎技法 / 野中謙一郎 [ほか] 共著. -- 改訂版. -- コロナ社,
2018.4.
正しい実験・実習を行うために : 野外調査/室内実験/機器分析/データ処理 / 立正大学
地球環境科学部環境システム学科編. -- 丸善プラネット. -- (環境のサイエンスを学ぼう).
The dissertation : a guide for architecture students / Iain Borden and Katerina Rüedi Ray
; : pbk. -- 3rd ed. -- Routledge, 2014.
建築プレゼン15の流儀 : 人を動かす見せ方、伝え方 / 守山久子著 ; 日経アーキテクチュ
ア編. -- 日経BP社.
青い光に魅せられて : 青色LED開発物語 / 赤崎勇著. -- 日本経済新聞出版社, 2013.3.
天野先生の「青色LEDの世界」 : 光る原理から最先端応用技術まで / 天野浩, 福田大展
著. -- 講談社, 2015.9. -- (ブルーバックス ; B-1932).
企業研究者たちの感動の瞬間 : ものづくりに賭けるケミストの夢と情熱 / 有機合成化学
協会, 日本プロセス化学会編. -- 化学同人, 2017.3.
統計を用いた論文作成法 : 美術系論文編 / 御子柴ふゆ著. -- 北大路書房, 2013.9.
健康・スポーツ科学のための卒業論文/修士論文の書き方 / 出村愼一, 山次俊介著. -杏林書院, 2015.6.
言語研究のためのプログラミング入門 : Pythonを活用したテキスト処理 / 淺尾仁彦, 李在
鎬著. -- 開拓社, 2013.6.
ザ・プレゼンテーション : 人を動かすストーリーテリングの技法 / ナンシー・デュアルテ著 ;
中西真雄美訳. -- ダイヤモンド社, 2012.9.
質問調査法と統計処理 / 荻野綱男, 田野村忠温編. -- 明治書院, 2012.6. -- (講座ITと日
本語研究 ; 8).
レポート・論文の書き方入門 / 河野哲也著. -- 第4版. -- 慶應義塾大学出版会, 2018.7.
アカデミック・ライティングの基礎 : 資料を活用して論理的な文章を書く / 西川真理子 [ほ
か] 著. -- 晃洋書房, 2017.4.
はじめての研究レポート作成術 / 沼崎一郎著. -- 岩波書店, 2018.1. -- (岩波ジュニア新
書 ; 865).
Digital paper : a manual for research and writing with library and internet materials /
Andrew Abbott ; : pbk, :cloth. -- University of Chicago Press, 2014. -- (Chicago guides to
writing, editing, and publishing).
英文校正会社が教える英語論文のミス / エディテージ著 ; 熊沢美穂子訳 ; 分野別強化
編. -- ジャパンタイムズ, 2017.4.
MLA handbook for writers of research papers / Joseph Gibaldi. -- : pbk. -- 6th ed. -Modern Language Association of America, 2003.
MLA handbook for writers of research papers ; : pbk. -- 7th ed. -- Modern Language
Association of America, 2009.
Writing research papers : a complete guide / James D. Lester, James D. Lester, Jr.. -- :
pbk. -- 14th ed., international ed. -- Pearson, c2012. -- (Pearson international edition).
MLA Handbook ; : pbk. -- 8th ed. -- Modern Language Association of America, 2016.
最新英語論文によく使う表現 / 崎村耕二著 ; 基本編. -- 創元社, 2017.7.
できる研究者の論文生産術 : どうすれば「たくさん」書けるのか / ポール・J・シルヴィア著
; 高橋さきの訳. -- 講談社, 2015.4.
はじめての英語論文引ける・使えるパターン表現&文例集 / 和田朋子著. -- 増補改訂版.
-- すばる舎, 2013.10.
英文ライティングと引用の作法 : 盗用と言われないための英文指導 / 吉村富美子著. -研究社, 2013.6.
A short guide to college writing / Sylvan Barnet, Pat Bellanca, Marcia Stubbs. -- 4th ed.
-- Longman, c2010. -- (Penguin academics).
英語で論理的に表現する / 崎村耕二著. -- 創元社, 1998.6.
日本文学の論じ方 : 体系的研究法 / 鈴木貞美著. -- 世界思想社, 2014.9.
数学する人生 / 岡潔著 ; 森田真生編. -- 新潮社, 2016.2.
漢文研究法 : 中国学入門講義 / 狩野直喜著 ; 狩野直禎校訂. -- 平凡社, 2018.7. -- (東
洋文庫 ; 890).
An introduction to literary studies / Mario Klarer ; : hbk, : pbk, : electronic bk. -- 2nd ed.
-- Routledge, 2004.
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