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研究デザイン : 質的・量的・そしてミックス法
John W. Creswell著/操華子,
森岡崇訳

002.7||C

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

002.7||C

質的研究のパラダイムと眺望 (質的研究ハンドブック:1巻)
N・K・デンジン, Y・S・リンカン編/岡
野一郎, 古賀正義編訳

002.7||D||1

質的研究の設計と戦略 (質的研究ハンドブック:2巻)
N・K・デンジン, Y・S・リンカン編/藤
原顕編訳

002.7||D||2

質的研究資料の収集と解釈 (質的研究ハンドブック:3巻)
N・K・デンジン, Y・S・リンカン編/大
谷尚, 伊藤勇編訳

002.7||D||3

実証研究の手引き : 調査と実験の進め方・まとめ方 古谷野亘, 長田久雄共著 002.7||K

実践的研究のすすめ : 人間科学のリアリティ 小泉潤二, 志水宏吉編 002.7||K

質的研究の方法 : いのちの「現場」を読みとく
波平恵美子語り手/小田博志聞き
手

002.7||N

情報を探す技術捨てる技術 : 情報の達人になるための極意 (達人ブック
ス:34)

大串夏身著 002.7||O

はじめて学ぶ質的研究
Lyn Richards, Janice M.Morse著/
小林奈美監訳

002.7||R

研究の着想からデータ収集、分析、モデル構築まで (ライブ講義・質的研
究とは何か:SCQRMベーシック編)

西條剛央著 002.7||S

ステップ式質的研究法 : TAEの理論と応用 得丸さと子著 002.7||T

研究過程論 (北大選書:19) 田中一著 002.7||Ta84

自分でできる情報探索 (ちくま新書:109) 藤田節子著 007.58||F

インターネットで文献探索 2004年版
伊藤民雄著/実践女子大学図書
館編集

007.58||I||2004

情報リテラシー入門
慶應義塾大学日吉メディアセン
ター編

007.58||K

情報検索入門ハンドブック : データベース、Web、図書館の利用法 松本勝久著 007.58||M

理・工・医・薬系学生のための学術情報探索マニュアル : 電子ジャーナル
から特許・会議録まで

学術情報探索マニュアル編集委
員会編

007.58||R

文献検索と整理 : パソコンとインターネットをどう利用するか 改訂第2版 諏訪邦夫著 007.58||S

情報リテラシー教科書 : Windows 7/Office 2010+Access対応版 矢野文彦監修 007.6||J

情報リテラシー教科書 : インターネット・Word・Excel・PowerPoint 矢野文彦監修 007.6||J

情報リテラシー
桑原有俊, 岩本満美子, 海野晴博
共著

007.6||Ku95

大学生の情報活用技術 第2版
森際孝司編/森際孝司 [ほか] 共
著

007.6||M

大学生の情報リテラシー入門 第6版 富山大学情報処理教育研究会著 007.63||T

図書館利用の達人 : インターネット時代を勝ち抜く 久慈力著 015||K

文献探索法の基礎2000 : レポート・論文作成・調査必携 図書、雑誌、新
聞、電子情報編

毛利和弘著 015.2||M

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 015.2||M

医学研究における実用統計学
Douglas G.Altman著/木船義久,
佐久間昭訳

490.19||A

結果の解釈ができるようになろう!(こっそりマスターシリーズ. いまさら誰に
も聞けない医学統計の基礎のキソ:2)

浅井隆著 490.19||A

研究の質を評価できるようになろう! 第2刷 (こっそりマスターシリーズ. いま
さら誰にも聞けない医学統計の基礎のキソ:3)

浅井隆著 490.19||A

学会・論文発表のための統計学 : 統計パッケージを誤用しないために 新
版

浜田知久馬著 490.19||H

保健・医療を学ぶ人のための統計学 杉山高一,佐藤学,杉山早苗著 490.19||H
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「医学統計英語」わかりません!! 石野祐三子, 秋田カオリ著 490.19||I

医学論文のための統計手法の選び方・使い方 阿部貴行, 佐藤裕史, 岩崎学著 490.19||I

医系の統計入門 第2版 階堂武郎著 490.19||K

わかりやすい医学統計の報告 : 医学論文作成のためのガイドライン
Thomas A.Lang, Michelle Secic著
/大橋靖雄, 林健一監訳

490.19||L

医学・保健学のためのやさしい統計学 改訂第3版 正井栄一, 片山修著 490.19||M

看護・保健・医療のための新楽しい統計学 : 看護研究実践編 第2版 中野正博著 490.19||N

論文が読める!早わかり統計学 : 臨床研究データを理解するためのエッセ
ンス 第2版

ジェフリー・R・ノーマン, デビッド・L・ス
トレイナー著/中野正孝[ほか]訳

490.19||N

親切な医療統計学 奥田千恵子著 490.19||O

統計の基礎 : 保健学・医学・生物学における統計学入門 緒方裕光著 490.19||O

臨床研究デザイン : 医学研究における統計入門 折笠秀樹著 490.19||O

SPSSによる医学・歯学・薬学のための統計解析 第4版 石村貞夫 [ほか] 著 490.19||S

SPSSで学ぶ医療系多変量データ解析 対馬栄輝著 490.19||T

ランダム化比較試験(RCT)の設計 : ヒューマンサービス、社会科学領域に
おける活用のために

D.J.トーガーソン, C.J.トーガーソン
著

490.19||T

独習統計学24講 : すべての医療系学生・研究者に贈る : 医療データの見
方・使い方

鶴田陽和著 490.19||T

忙しいアナタのためのレスQ!医療統計学 高橋信著 490.19||T

無作為化比較試験 : デザインと統計解析 (医学統計学シリーズ:5) 丹後俊郎著 490.19||T

上手な情報検索のためのPubMed活用マニュアル 縣俊彦編 490.7||A

保健・医療のための研究法入門 : 発想から発表まで Diana M.Bailey/朝倉隆司監訳 490.7||B

システマティック・レビュー : エビデンスをまとめてつたえる Iain Chalmers, Douglas G.Altman 490.7||C

JAMA医学文献の読み方 (EBMライブラリー) 開原成允, 浅井泰博監訳 490.7||E

現代の医学的研究方法 : 質的・量的方法、ミクストメソッド、EBP
プラニー リィアムプットーン編/木
原雅子, 木原正博訳

490.7||G

保健医療職のための質的研究入門
キャロル・ガービッチ著/上田礼子,
上田敏, 今西康子訳

490.7||G

「医学英語論文」わかりません!! 石野祐三子, 秋田カオリ著 490.7||I

医科系情報リテラシー 樺澤一之[ほか] 490.7||I

医学的研究のデザイン : 研究の質を高める疫学的アプローチ 第4版
Stephen B. Hulley [ほか] 著/木原
雅子, 木原正博訳

490.7||I

生命科学・医療系のための情報リテラシー : 情報検索からレポート、研究
発表まで 第2版

飯島史朗, 石川さと子著 490.7||I

医学英語論文の書き方マニュアル
Cheryl Iverson[ほか]編;
今西二郎, 浦久美子訳

490.7||I91

インターネットと電子メールによる医学・薬学情報収集活用ガイド 情報サイエンス研究会 490.7||J66

アクセプトされる英語医学論文を書こう! : ワークショップ方式による英語の
弱点克服法

ネル・L.ケネディ著/菱田治子訳 490.7||K

医学的介入の研究デザインと統計 : ランダム化/非ランダム化研究から傾
向スコア、操作変数法まで

ミッチェル H. カッツ著/木原雅子,
木原正博訳

490.7||K

プリンシパル英文抄録の書き方 改訂2版 小林茂昭, 本郷一博 490.7||Ko12

国際論文English査読・執筆ハンドブック C.S. Langham著 490.7||L
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医療情報収集のためのGoogle活用ガイド 丸山康孝著/村瀬澄夫監修 490.7||M

Medical yellow page : インターネットで見つける医学情報 水島洋編集 490.7||Mi96

保健・医療者のためのWeb検索・活用ガイド 中山和弘 490.7||N

流れがわかる学会発表・論文作成How To : 症例報告、何をどうやって準
備する?

佐藤雅昭 : 和田洋巳 : 中村隆之 490.7||N

すぐに役立つ!医学英語論文読み方のコツ 大井静雄編集 490.7||O

医療の英語 大野浩〔ほか〕編著 490.7||O

医療英文を読みこなそう! : 日本の医療17のトピックス 尾崎哲夫 490.7||O

医学英語論文の賢い書き方 : 日本人英語の弱点を克服する Masao Okazaki/岡崎春雄監訳 490.7||O48

ここからはじめる研究入門 : 医療をこころざすあなたへ Stuart Porter [著]/武田裕子訳 490.7||P

質的研究実践ガイド : 保健・医療サービス向上のために 第2版
キャサリン・ポープ, ニコラス・メイ
ズ編集/大滝純司監訳

490.7||P

ヘルスリサーチのための質的研究方法 : その理論と方法
Pranee Liamputtong Rice, Douglas
Ezzy/木原雅子, 木原正博監訳

490.7||R

医療・福祉・看護系はじめてのレポート・卒論 柳修平 490.7||R

臨床研究のススメ 490.7||R

わかりやすい医中誌Web検索ガイド : 検索事例付 諏訪部直子, 平紀子著 490.7||S

医薬英語論文 : 英借文用例辞典 佐藤洋一編著 490.7||S

医療従事者のための「効果的な文章の書き方」入門 (医療従事者のため
のスキルアップシリ-ズ)

園部俊晴著 490.7||S

英語医薬論文の読みかた・訳しかた : 「具体例による」英語医薬論文の理
解と表現検討 改訂・増補版

鈴木伸二著 490.7||S

超!文献管理ソリューション : PubMed/医中誌検索からクラウド活用まで 讃岐美智義著 490.7||S

臨床研究のための倫理審査ハンドブック 笹栗俊之, 池松秀之編 490.7||S

英語論文のコツ : こうすればacceptされる 杉町圭蔵 490.7||Su37

保健・医療・福祉のための論文のまとめ方と書き方 鈴木庄亮, 川田智之共 490.7||Su96

インターネット時代の英語医学論文作成術 : プロが使っている究極のワザ 田村房子, Peter Andrew Kaub著 490.7||T

これからはじめる医療・福祉の質的研究入門 田垣正晋著 490.7||T

医療現場における調査研究倫理ハンドブック 玉腰暁子, 武藤香織著 490.7||T

看護・医療系の調査研究エッセンス 竹原健二, 渡辺多恵子著 490.7||T

研究倫理とは何か : 臨床医学研究と生命倫理 田代志門著 490.7||T

日本人のための医学英語論文執筆ガイド : Thinking in Englishでネイティブ
レベルのPaperを書く

Amanda Tompson, 相川直樹著 490.7||T

医学英語論文の読み方
バウワース, ハウス, オーウェンス
/丸井英二, 檀原高監訳

490.7||U

英語 : 抄録・口頭発表・論文作成虎の巻 : 忙しい若手ドクターのために 上松正朗著 490.7||U

医学論文英訳のテクニック 改訂4版 横井川泰弘著 490.7||Y

大学附属病院に於ける臨床研究・治験に関する教育とe-learningシステム
導入の現状に関するアンケート調査の研究

研究代表者 吉尾卓 490.7||Y

医学英語論文の書き方 柳川明〔ほか〕編集/Donna 須郷 490.7||Y51
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図解PubMedの使い方 : インターネットで医学文献を探す 第6版 岩下愛, 山下ユミ共著 490.7||Z

サクサク看護研究 : AKI先生の転ばぬ先の杖 秋ゆたか著 N07||A

はじめての看護研究 青木和夫, 伊藤景一著 N07||A

看護研究サポートブック : ワークシートで研究計画書がラクラク完成! 足立はるゑ N07||A

臨床・社会編 (はじめての質的研究法 : 事例から学ぶ) 能智正博, 川野健治編 N07||A

アブデラの看護研究 : よりよい患者ケアのために
Faye G. Abdellah, Eugene Levine
/渡辺章子, 関戸好子訳

N07||A11

バーンズ&グローブ看護研究入門 : 実施・評価・活用
ナンシー・バーンズ, スーザン・K.グローブ著/黒田裕子, 中
木高夫, 小田正枝, 逸見功監訳 N07||B

バーンズ&グローブ看護研究入門 : 評価・統合・エビデンスの生成
Susan K.Grove, Nancy Burns, Jennifer R.Gray原著/黒田
裕子, 中木高夫, 逸見功監訳 N07||B

看護研究計画書 : 作成の基本ステップ Pamela J. Brink, Marilynn J. Wood N07||B73

グラウンデッド・セオリー : 看護の質的研究のために
W.C.チェニッツ, J.M.スワンソン編集
/田上美千佳 [ほか] 訳

N07||C

質的研究の基礎 : グラウンデッド・セオリー開発の技法と手順 3版
アンセルム・ストラウス, ジュリエット・
コービン著/操華子, 森岡崇訳

N07||C

調査研究ステップアップ : パソコンを使えばこんなにカンタン 藤田和夫,藤田智恵子,高柳良太 N07||C

看護学生のためのレポート書き方教室(プチナースBooks) 江原勝幸著 N07||E

看護研究百科
ジョイス・J・フィッツパトリック, メレディ
ス・ウォーレス編集/岡谷恵子訳編集

N07||F

研究指導方法論 : 看護基礎・卒後・継続教育への適用 舟島なをみ著 N07||F

質的研究への挑戦 第2版 舟島なをみ著 N07||F

情報の集め方と利用のしかた 古橋正吉 N07||F

グラウンデッドセオリー法を用いた看護研究のプロセス 山本則子 [ほか] N07||G

看護研究のための文献レビュー : マトリックス方式
ジュディス・ガラード著/安部陽子
訳

N07||G

現象学的看護研究 : 理論と分析の実際 松葉祥一, 西村ユミ編集 N07||G

ナースのためのプレゼンテーション技法 (JJNスペシャル:no.55) 早川和生編集 N07||H

はじめの一歩からやさしく進めるかんたん看護研究 : さがす・つくる・仕上
げる

桂敏樹, 星野明子編集 N07||H

英語で学ぶインターネット看護情報 平野美津子, 菱田治子編 N07||H

看護研究の進め方論文の書き方 第2版 (JJNスペシャル:No.94) 早川和生編著 N07||H

看護研究ハンドブック : ヘルスケアの質改善のために
ビヴァリー M. ヘンリー/上田礼子
監訳

N07||H

生涯発達編(はじめての質的研究法 : 事例から学ぶ) 遠藤利彦, 坂上裕子編 N07||H

看護研究の進め方 : 研究分野別 (JJNスペシャル:No.20) 早川和生編 N07||H46

ナースのための質問紙調査とデータ分析 第2版 石井京子, 多尾清子 N07||I

グラウンデッド・セオリー・アプローチの実践 : 質的研究への誘い 木下康仁著 N07||K

これからの看護研究 : 基礎と応用 第3版 小笠原知枝, 松木光子編 N07||K

ライブ講義M-GTA : 実践的質的研究法 : 修正版グラウンデッド・セオリー
・アプローチのすべて

木下康仁著 N07||K

解釈学的現象学による看護研究 : インタビュー事例を用いた実践ガイド
Marlene Zichi Cohen, David L. Kahn,
Richard H. Steeves [共]/大久保功子訳 N07||K
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看護のためのパソコンで調査研究 藤田和夫,藤田智恵子,高柳良太 N07||K

看護学生のためのよくわかる大学での学び方 : スタディ・スキル/キャリア・
デザイン/プロフェッショナル・スキル

前原澄子, 遠藤俊子監修 N07||K

看護学生のための医学英語 小林充尚著 N07||K

看護学生卒業研究のためのハンドブック[代替療法と研究分析方法] 熊坂隆行編集 N07||K

看護研究 第2版(ナーシング・グラフィカ. 基礎看護学:4) 川村佐和子編 N07||K

看護研究ガイドマップ 川口孝泰 N07||K

看護研究サクセスマニュアル 新版(ナース専科BOOKS) 竹内登美子監修 N07||K

看護研究のすすめ方・よみ方・つかい方 第2版 数間恵子[ほか]編 N07||K

看護研究への招待 改訂6版 緒方昭 [ほか] 著 N07||K

看護研究入門 : 科学的研究方法の実践「心の看護編」 川野雅資編 N07||K

黒田裕子の看護研究step by step 第4版 黒田裕子著 N07||K

質的研究の実践と評価のためのサブストラクション 北素子, 谷津裕子著 N07||K

質的研究実践ノート : 研究プロセスを進めるclueとポイント 萱間真美著 N07||K

質的研究方法を用いた看護学の学位論文評価基準の作成に関する研究 萱間真美研究代表者 N07||K

質的調査法を学ぶ人のために 北澤毅, 古賀正義編 N07||K

看護研究の理論と領域 (『看護研究』アーカイブス:第1巻) 中島紀恵子〔ほか〕編集 N07||K||1

研究テーマの選択から学会発表へ(看護実践研究・学会発表のポイント
Q&A:上巻)

日本看護協会編 N07||K||1

看護研究方法とツール (『看護研究』アーカイブス:第2巻) 中島紀恵子〔ほか〕編集 N07||K||2

論文作成から投稿へ(看護実践研究・学会発表のポイントQ&A:下巻) 日本看護協会編 N07||K||2

テーマ別看護研究の実際 (『看護研究』アーカイブス:第3巻) 中島紀恵子 [ほか] 編集 N07||K||3

看護研究サクセスマニュアル (ナース専科BOOKS) 監修:竹内登美子 N07||Ka54

現場発想の看護研究 : その視点と方法 川村佐和子 N07||Ka95

いきいき実践たのしく看護研究 川島みどり N07||Ka97

わかりやすい看護研究の進め方 木村宏子編集 N07||Ki39

グラウンデッド・セオリー・アプローチ : 質的実証研究の再生 木下康仁 N07||Ki46

看護研究へのアクセス : 研究を始める前に 小西美智子編 N07||Ko75

看護における質的研究
マデリン M. レイニンガー編集
/近藤潤子, 伊藤和弘監訳

N07||L

看護研究こころえ帳 : 研究の基本からプレゼンテーションまで 第2版 李節子著 N07||L

APAに学ぶ看護系論文執筆のルール 前田樹海, 江藤裕之著 N07||M

ナースのための実践論文講座 松葉祥一著 N07||M

やさしい看護研究入門 前田ひとみ編 N07||M

看護における研究 南裕子編集 N07||M
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看護のためのわかりやすいケーススタディの進め方 : テーマの決め方から
レポートの作成・発表まで 新版

松本孚, 森田夏実編 N07||M

情報科学 : 情報科学の基本から看護情報学まで 宮川祥子, 藤井千枝子編集 N07||M

臨床看護研究の道しるべ 操華子, 松本直子 N07||M

フローチャートですすめる看護研究 (看護研究シリーズ:3) 根津進 N07||N

わかりやすいレポートの書き方 根津進 N07||N

看護研究 : 根津進のらくらくワークブック : 研究の概略と方法論を学ぶ 根津進 N07||N

看護研究Q&A : 研究がうまくいかないあなたに (Q&Aブックス) 野中廣志 N07||N

看護研究と科学性 : 質的研究をエビデンスとするために : 大学における教
育に関する事業 : 報告書

日本私立看護系大学協会「大学
における教育に関する事業」編

N07||N

看護研究の手引 新版 根津進 N07||N

看護研究研修テキスト 根津進 N07||N

看護研究入門 (Nurses' lectures) 西田晃 N07||N

質的研究 Step by step : すぐれた論文作成をめざして 波平恵美子, 道信良子著 N07||N

看護論文の書き方 内藤寿喜子[ほか] N07||N29

看護研究Q&A : 90問90答 根津進 N07||N69

新思考ですすめる看護研究お手本になる本 西田晃 N07||N81

看護研究エッセンシャルズ
ルシール E.ノッター,ジャクリーン ロー
ズ ホット/松永保子,野々山未希子訳

N07||N97

これだけは知っておきたい看護英語の基本用語と表現
園城寺康子, 川越栄子編著
/Caroline M.White英文校閲

N07||O

ナースのための研究発表のツボ208 : これで安心!うまくいく! 及川慶浩 N07||O

はじめての看護研究 アンケート調査編(はじめてのシリーズ) 及川慶浩著 N07||O

はじめての看護研究 計画書の書き方編(はじめてのシリーズ) 及川慶浩著 N07||O

看護研究はじめの一歩
岡本和士編集 : 岡本和士,
長谷部佳子執筆

N07||O

文献レビューのきほん : 看護研究・看護実践の質を高める 大木秀一著 N07||O

量的な看護研究のきほん 大木秀一著 N07||O

ポポ博士の看護研究質問票モデル69 扇谷茂樹 N07||O25

看護学生のためのクリティカルシンキングと書き方 : 基本的な考え方と活
用

Bob Price, Anne Harrington著/神
郡博監訳

N07||P

看護研究 : 原理と方法 第2版
D. F. ポーリット, C. T. ベック著/近
藤潤子監訳/後藤桂子 [ほか] 訳

N07||P

エスノグラフィー (看護における質的研究:1)
Janice M. Roper, Jill Shapira [共]
/麻原きよみ, グレッグ美鈴 [共] 訳

N07||R

あなたも書けるパーフェクトレポート : 課題レポートからケーススタディまで 関口恵子編 N07||S

グラウンデッド・セオリー・アプローチ : 理論を生みだすまで (ワードマップ) 戈木クレイグヒル滋子著 N07||S

グラウンデッド・セオリー・アプローチを用いたデータ収集法 戈木クレイグヒル滋子編著 N07||S

グラウンデッド・セオリー・アプローチ-分析ワークブック 第2版 戈木クレイグヒル滋子編 N07||S

セツ先生の早わかり看護研究ヒミツの扉を開くカギ20 : なんで私が?どうす
れば?困っているあなたに(Smart nurse Books:23)

下山節子, 江藤節代著 N07||S
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ナ-スのためのWeb検索・文献検索テクニック (JJNスペシャル:no. 76) 佐藤淑子, 和田佳代子編集 N07||S

看護研究で迷わないための超入門講座 : 研究以前のモンダイ
(JJNスペシャル:no.86)

西條剛央著 N07||S

看護研究のすすめ方
Catherine H.C. Seaman,
Phyllis J. Verhonick/西垣克監訳

N07||S

看護研究者・医療研究者のための系統的文献検索概説 諏訪敏幸著 N07||S

看護師のためのWeb検索・文献検索入門(JJNスペシャル:no. 95) 佐藤淑子, 和田佳代子編著 N07||S

看護文献・情報へのアプローチ (JJNスペシャル:no.65) 佐藤淑子, 和田佳代子編集 N07||S

質的研究をめぐる10のキークエスチョン : サンデロウスキー論文に学ぶ
マーガレット・サンデロウスキー著
/谷津裕子, 江藤裕之訳

N07||S

質的研究法ゼミナール : グラウンデッド・セオリー・アプローチを学ぶ 第2
版

戈木クレイグヒル滋子編 N07||S

臨床看護研究入門 第2版 杉野欽吾 N07||S

パソコン・ワープロ時代の看護研究論文 : 提出・発表論文作成に自信がつ
く本

白佐俊憲 N07||Sh85

エビデンスのための看護研究の読み方・進め方 (EBN books) 高木広文, 林邦彦著 N07||T

ケースレポートのつくり方 田中恒男, 保健指導研究会 N07||T

ナースのためのかんたんWord : レポート作成・学会準備なんかこわくない 田久浩志,岩本晋,板倉智子 N07||T

医療・看護編 (はじめての質的研究法 : 事例から学ぶ) 高橋都, 会田薫子編 N07||T

楽しくなる看護研究
上野栄一, 出口洋二, 一ノ山隆司
著

N07||T

看護・医療系研究のためのアンケート・面接調査ガイド : 初心者にもできる
質問紙・インタビューガイドのつくり方

土屋雅子, 齋藤友博著 N07||T

看護における調査研究 3訂版 田中恒男著 N07||T

看護学生の「文章力」を育てる 高谷修 N07||T

看護学生のためのケース・スタディ 第3版 高橋百合子編 N07||T

看護学生のためのレポート・論文の書き方 : 正しく学ぼう「書く基本」「文章
の組み立て」 改訂5版

高谷修著 N07||T

看護研究なんかこわくない : 計画立案から文章作成まで 第2版 田久浩志, 岩本晋著 N07||T

看護師に役立つレポート・論文の書き方 改訂2版 高谷修著 N07||T

看護論文を英語で書く
エリザベス M. トーンクィスト著
/園城寺康子, 田代順子, 渡邉容子訳

N07||T

質的研究を科学する 高木廣文著 N07||T

看護研究にいかす質問紙調査 (JJNスペシャル:no.48) 高木廣文, 三宅由子 N07||Ta29

看護研究コンパクトガイド 上野栄一 N07||U

ナースのための質的研究入門 : 研究方法から論文作成まで 第2版
ホロウェイ, ウィーラー
/伊庭久江 [ほか] 訳

N07||W

ワトソン看護におけるケアリングの探究 : 手がかりとしての測定用具
ジーン・ワトソン/飯村直子 [ほか]
訳

N07||W

看護研究ワークブック : 基礎からの実力養成96課題
ホーリー S.ウイルソン, サリー A.ハッ
チンソン/浜畑章子, 片岡由美子訳

N07||W

Start Up質的看護研究 第2版 谷津裕子著 N07||Y

ナースのための小論文と文書の書き方 山川美登里, 佐藤久光 N07||Y

よくわかる看護研究の進め方・まとめ方 : 量的研究のエキスパートをめざ
して 第2版(改題)

横山美江編/大木秀一 [ほか] 著 N07||Y
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よくわかる看護研究論文のクリティーク : 研究手法別のチェックシートで学
ぶ

山川みやえ, 牧本清子編著 N07||Y

看護研究のための文献検索ガイド 第4版 山崎茂明, 六本木淑恵 N07||Y

質的統合法入門 : 考え方と手順 山浦晴男著 N07||Y

日本語表現道場 1: 報告文、説明文、提言・主張文
因京子, 山路奈保子 , アプドゥハ
ン恭子 , 石川朋子

816||C

考える技術・書く技術 (講談社現代新書:327,485) 板坂元 816||I

調べる技術・書く技術 (講談社現代新書:1940) 野村進著 816||N

日本語力をつける文章読本 : 知的探検の新書30冊 二通信子, 門倉正美, 佐藤広子編 816||N

アカデミック・スキルズ : 大学生のための知的技法入門
佐藤望編著/湯川武, 横山千晶,
近藤明彦著

816.5||A

レポート・論文作成のための引用・参考文献の書き方 藤田節子著 816.5||F

論文・レポートのまとめ方 (ちくま新書:122) 古郡廷治著 816.5||F

やさしい文章術 : レポート・論文の書き方 (中公新書ラクレ:73) 樋口裕一著 816.5||H

看護・医療系合格テンテキ小論文 はんざわかんいち 816.5||H

論文の書き方マニュアル : ステップ式リサーチ戦略のすすめ 花井等, 若松篤 816.5||H

ゼロからわかる大学生のためのレポート・論文の書き方 石井一成著 816.5||I

レポート・論文・プレゼンスキルズ : レポート・論文執筆の基礎と
プレゼンテーション

石坂春秋著 816.5||I

思考を鍛えるレポート・論文作成法 第2版 井下千以子著 816.5||I

小論文の書き方 (文春新書:165) 猪瀬直樹著 816.5||I

論文・レポートの基本 : この1冊できちんと書ける! 石黒圭著 816.5||I

SIST : 科学技術情報流通技術基準 科学技術振興機構編 816.5||K

チャートで組み立てるレポート作成法 加納寛子著 816.5||K

レポート・論文の書き方入門 第3版 河野哲也著 816.5||K

レポートの組み立て方 (ちくま学芸文庫) 木下是雄著 816.5||K

学生による学生のためのダメレポート脱出法(アカデミック・スキルズ)
慶應義塾大学日吉キャンパス学
習相談員著

816.5||K

公式で解く!!看護医療福祉系小論文 (Yell books) 梶原洋生 816.5||K

大学生のための論理的に書き、プレゼンする技術 菊田千春, 北林利治著 816.5||K

レポート・論文のまとめ方と書き方 : 保育・教育と看護・福祉のために 増補
版

宮内克男編 816.5||M

学術論文のための著作権Q&A : 著作権法に則った「論文作法」
 新訂2版

宮田昇著 816.5||M

インターネット完全活用編大学生のためのレポート・論文術
 (講談社現代新書:1677)

小笠原喜康著 816.5||O

新版 大学生のためのレポート・論文術 (講談社現代新書:2021) 小笠原喜康著 816.5||O

ピアで学ぶ大学生の日本語表現 : プロセス重視のレポート作成 大島弥生 [ほか] 著 816.5||P

留学生と日本人学生のためのレポート・論文表現ハンドブック 二通信子 [ほか] 著 816.5||R

論文作成のための文章力向上プログラム : アカデミック・ライティングの核
心をつかむ

村岡貴子, 因京子, 仁科喜久子著 816.5||R
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Wordを使った大学生のための論文作成術 佐良木昌 816.5||S

これから論文を書く若者のために 大改訂増補版 酒井聡樹 816.5||S

レポート・論文の書き方上級 改訂版 櫻井雅夫 816.5||S

論文のレトリック : わかりやすいまとめ方 (講談社学術文庫:[604]) 澤田昭夫 [著] 816.5||S

論文の書き方 [増刷] (講談社学術文庫:[153]) 澤田昭夫著 816.5||S

論理性を鍛えるレポートの書き方 酒井浩二著 816.5||S

論文の書き方 (岩波新書:青版 341) 清水幾太郎 816.5||Sh49

学生・院生のための研究ハンドブック 第3版 田代菊雄編著 816.5||T

全面改訂小論文の基本テクニック : はじめて＜意見＞を書くきみのために
改訂版

寺川潔著 816.5||T

日本語テクニカルライティング 高橋昭男著 816.5||T

論文の教室 : レポートから卒論まで 新版 (NHKブックス:1194) 戸田山和久著 816.5||T

論理的思考 : 論説文の読み書きにおいて 新版 宇佐美寛 816.5||U

卒論・ゼミ論の書き方 第2版 早稲田大学出版部編 816.5||W

コピペと言われないレポートの書き方教室 : 3つのステップ : コピペから正
しい引用へ

山口裕之著 816.5||Y

大学生と大学院生のためのレポート・論文の書き方 吉田健正 816.5||Y

英語ライティングワークブック : 正しく書くための文法・語法・句読法 増補
版

デイヴィッド・セイン著 836.79||T


