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学術認証フェデレーションと連携

丸善出版 MEL分野別カタログ

研究ガイド

2018年 最新刊

書名

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3版 （※）

著編者
飯島史朗 ・ 石川さと子
著

発行年

冊子版ISBN

2018年

9784621302934

同時
同時
１アクセス ３アクセス
（本体）
（本体）

¥9,900

¥14,850

商品コード

1028063242

生命科学・医療系の大学・大学院で必要な情報をまとめた書籍。Word、Excel、PowerPointなどの主要ソフトの使い方から、
ChemBioDraw、Accelrys Drawでの化学構造式の描画、情報検索とその信憑性の判断、情報倫理と情報セキュリティ、実験データの整
理、論文の作成、学会発表の準備まで、「調べて、まとめて、発表する」ために必要なスキルを身につけることができる。同書名第
2版を、Window 10対応でバージョンアップした改訂版。

文章をダメにする三つの条件
（丸善ライブラリー）

宮部修著

2018年

9784621053270

¥3,300

¥4,950

1028352555

文章の良し悪しは内容に大きく左右される。陳腐な内容がいい文章で綴られることはない。読み手の共感を得るにはどうすればよい
か。長年の新聞記者経験を活かしながら、学生に文章の書き方を指導する著者が、例文を多数引用しながら、実践的で基本的なポイ
ントを解説。

理系のためのキャリアデザイン
戦略的就活術

増沢隆太著

2014年

9784621088258

¥6,600

¥9,900

1024854080

科学を伝え、社会とつなぐ サイエンスコ 独立行政法人 国立科学博
2017年
物館 編
ミュニケーションのはじめかた（※）

9784621301975

¥5,940

¥8,910

1026405281

2017年

9784621301791

¥5,940

¥8,910

1026634691

2016年

9784621300541

¥4,950

¥7,425

1022698665

工系学生を対象とした初めての実践的キャリア読本。

国立科学博物館で開講されている講座の内容を書籍化。

強いAI・弱いAI
—研究者に聞く人工知能の実像

鳥海不二夫

著

プロ棋士に勝ったAIは「弱い」？！

ポイントで学ぶ科学英語論文の書き方
（※）

小野義正著

必要な内容を過不足なく、英語的発想で書く。
・表示価格は税抜きです。
・タイトル末尾の(※)はダウンロードが出来ません。
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丸善出版
MEL分野別カタログ

書名

著編者

発行年

ポイントで学ぶ国際会議のための英語 英
小野義正著
文手紙、論文投稿、訪問、Ｅメール、電話
論文投稿、国際会議への参加手続のポイントを簡潔に整理。
ポイントで学ぶ英語口頭発表の心得

小野義正著

準備から発表の仕方まで、英語口頭発表のスキルを解説。
大学講義 技術者の倫理入門 第5版 （※） 杉本泰治・高城重厚著
科学技術・法・倫理の視点から平易に解説。
生命と科学技術の倫理学 ―デジタル時代
森下直貴編
の身体・脳・心・社会― （※）
これからの時代の科学技術理倫理テーマとは。
科学論文のミスコンダクト

山崎茂明著

研究ガイド

冊子版ISBN

同時
同時
１アクセ ３アクセ
商品コード
ス
ス
（本体） （本体）

2004年 9784621074725

¥4,290

¥6,435

1022529711

2003年 9784621071359

¥4,290

¥6,435

1022529712

2016年 9784621300169

¥5,940

¥8,910

1020296394

2016年 9784621300176

¥9,240

¥13,860

1020598985

2015年 9784621089392

¥7,920

¥11,880

1019315052

¥11,880

1019315053

¥18,810

1019315066

¥4,950

1018858778

¥5,940

1017819862

¥16,830

1017819872

¥9,900

1016124038

¥12,870

1016123829

¥13,860

1012552336

¥9,900

1010995009

¥4,180

¥6,270

1010995011

¥4,840

¥7,260

1015362249

誰もが起こしうる論文の捏造や改ざん、盗用の状況とその解決策を提言。
理系のための科学技術者倫理
直江清隆・
2015年 9784621089460 ¥7,920
―JABEE基準対応― （※）
盛永審一郞編
数々の興味深いトピックスを通して科学技術者倫理を具体的に理解できる。
エンジニアのための人を対象とする研究計
画入門
山内 繁著
2015年 9784621089606 ¥12,540
―科学的合理性と倫理的妥当性― （※）
被験者の実験計画に必要な研究倫理の原理と規則をエンジニア向けに解説。
Baruch Fischhoff・
リスク ―不確実性の中での意思決定―
John Kadvany著
2015年 9784621089187 ¥3,300
（サイエンス・パレット 023） （※）
中谷内一也訳
自分で決断・決定できるリスク対応力を身につけるために。
理系のための就活ガイド ―業界研究・エント
山本佳世子著
2014年 9784621088586 ¥3,960
リーシート・面接対策―
書く、読む、調べる、でうまくいく！理系就活のポイントが満載。
法工学入門 ―安全・安心な社会のために法
日本機械学会編
2014年 9784621088814 ¥11,220
律と技術をつなぐ― （※）
技術の安全・安心を確保するための法を考えるための入門書。
国際誌エディターが教えるアクセプトされる
上出洋介著
2014年 9784621086902 ¥6,600
論文の書きかた
長年にわたって国際誌のエディターを務めてきた著者が語る「よい論文」とは。
科学者の発表倫理 ―不正のない論文発表
山崎茂明著
2013年 9784621086544 ¥8,580
を考える―
科学研究者の「論文発表の倫理」に焦点を絞り、その必要性を伝える。
白鳥正樹・越塚誠一・
工学シミュレーションの品質保証とV&V
吉田有一郎・
2013年 9784621086285 ¥9,240
中村 均著
ISO9001に基づいた工学シミュレーションの品質を管理するプロセスを解説。
日本技術士会登録技術
技術者倫理日本の事例と考察
者倫理研究会監修
2012年 9784621085127 ¥6,600
―問題点と判断基準を探る―
田岡直規・橋本義平・
水野朝夫編著
より身近な日本の事例を取り上げて分析する技術者倫理の事例集。
研究費が増やせるメディア活用術

山本佳世子著

2012年 9784621085387

自分の研究を周囲にアピールするためのテクニックを現役記者が伝授。
エンジニアのための原価の知識とその活用 田中雅康・原田昇著

2011年 9784621083338

原価知識をやさしく学び、コスト削減に役立つ。

・表示価格は税抜きです。
・タイトル末尾の(※)はダウンロードが出来ません。
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