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平成 31 年 2 月 28 日 

附属図書館 学術サポート課 学習・研究支援係 

 

日本学術振興会特別研究員 学内説明会 参加者の方へのおすすめ図書 

－ 研究生活レベルアップ － 

 

附属図書館所蔵の図書のなかから皆さんに役立つ本を選んで一覧にしました。 

◆の図書は、説明会場でも展示しています。 

✧の図書は、電子ブックがあります。 

 研究生活の全体像とポイント 

◆理系のための研究生活ガイド テーマの選び方から留学の手続きまで 

 
著者 坪田一男 出版社 講談社 出版年 2010 所蔵館 

中央図・理系図・ 

医学図・芸工図 

IT 活用術、読書術、時間管理、英語習得、学会発表、海外留学といった研究生活において重要な能力や活動を網羅

的に紹介しています。研究はロマンだ、研究者は冒険者だ、という前向きな視点で書かれていて、やる気を高める

コミュニケーションの方法にも多くページが割かれています。 

◆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 

 
著者 長谷川修司 出版社 講談社 出版年 2015 所蔵館 

中央図・理系図・ 

芸工図・筑紫図 

研究者への助走期間（学部学生・大学院生）、若手研究者期間（ポスドク・助教）、独立して自分の研究グループを

持つ立場（准教授・教授など）というキャリアの３段階に章を分けて、成功する立ち振る舞いが率直に書かれてい

ます。学会発表、論文発表の技法にも１章が設けられていますが、具体的な手法というよりも、主に心構えが書か

れています。 

◆理系のための研究者の歩き方 

 
著者 長谷川健 出版社 麦人社 出版年 2014 所蔵館 

理系図・芸工図・ 

筑紫図 

第一線の研究者 4 名のインタビュー記事で、これから研究者を目指そうという方へ、具体的なエピソードをふまえ

ての助言が含まれています。後半では、学部生、修士課程、博士課程、ポスドク、助教という５つの過程別にやる

べきことが紹介されていて、博士課程では、学振の特別研究員の申請についての説明も少しあります。また、最後

の約 70 ページにわたって、大学の研究者になるには、あるいは、企業の研究者になるにはというキャリアパスが

詳しく記載されていて、将来を真剣に考えるきっかけになりそうです。 

◆文科系必修研究生活術 

 

 

著者 東郷雄二 出版社 筑摩書房 出版年 2009 所蔵館 中央図・理系図 

文系は分野によって研究の手法や流れが大きく異なってきますので、おすすめを見つけるのは難しいのですが、こ

の書籍は文科系の学問の方法を伝達できるスキルとして捉え、分かりやすく解説してくれています。指導教員との

付き合い方、研究仲間の作り方、研究テーマの選び方、研究方法、読書術、図書館活用術、論文執筆作法、学会発

表作法、海外留学といった項目ごとに章が設けられています。 
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 学振特別研究員申請に向けて 

◆学振申請書の書き方とコツ : DC/PD 獲得を目指す若者へ 

 
著者 大上雅史 出版社 講談社 出版年 2016 所蔵館 

中央図・理系図・ 

芸工図・筑紫図 

学振特別研究員の申請だけにテーマを絞った書籍は全くと言っていいほど出版されておらず、これが一番のお薦め

です。付録として審査を通過した申請書の実例が掲載されています。 

採択される科研費申請ノウハウ : 審査から見た申請書のポイント 

 
著者 岡田益男 出版社 

アグネ技術セン

ター 
出版年 2017 所蔵館 理系図・芸工図 

著者は科研費の審査委員を務められた方であり、科研費だけでなく、学振特別研究員の申請書の書き方のアドバイ

スも掲載されています。2016 年版の改定版。 

 高学歴ワーキングプアにならないように 

◆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 

 
著者 

ピーター・J・

ファイベルマン 
出版社 白揚社 出版年 2015 所蔵館 理系図・筑紫図 

読者は主にポストドクターを対象としており、また、アメリカの教育システムを前提に書かれていますが、第３章

の指導教官の選び方、口頭発表の方法、第５章の論文執筆の方法は参考になります。技能というよりも、態度や考

え方が示されています。 

◆院生・ポスドクのための研究人生サバイバルガイド 「博士余り」時代を生き抜く処方箋 

 
著者 菊地俊郎 出版社 講談社 出版年 2010 所蔵館 

中央図・理系図・ 

芸工図・筑紫図 

著者は、企業でバイオ関連の研究・企画を長く勤め、2006 年からは公的な研究資金配分機関で実務を

担当しており、この書籍は、その立場から、悩める院生・ポスドクへ助言を送るような観点から書かれ

たものです。第 5 章に競争的資金の申請から採択までのノウハウが簡潔にまとめられています。 

✧博士号を取る時に考えること取った後できること : 生命科学を学んだ人の人生設計 

 
著者 

三浦有紀子,  

仙石慎太郎 
出版社 羊土社 出版年 2009 所蔵館 

中央図・理系図・ 

電子ブックあり 

博士号と Ph.D の違いに始まり、博士号の意義、博士号取得者に期待される能力について解説されてい

ます。また、第 4 章では「実録 バイオ博士人材の多様なキャリアパス」と題して、大学・企業・官公

庁・専門職といった多岐にわたるキャリアパスを歩む方々のインタビューも掲載されています。 

◆博士になったらどう生きる? : 78 名が語るキャリアパス 

 
著者 

吉田塁,  

堀内多恵 
出版社 勉誠出版 出版年 2017 所蔵館 中央図・筑紫図 

15 の専門分野から 5 人ずつ、計 75 人の博士課程修了者のインタビューを通して、博士課程進学まで、進学後、さ

まざまな生き方を垣間見ることができます。また、就職・教育・研究のみならず、妊娠や子育てといった重要な事

柄を含めたライフプランについても、3 人のインタビューを交えて述べられています。 
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 研究に行き詰まったら 

 『なぜあなたの研究は進まないのか? : 理由がわかれば見えてくる, 研究を生き抜くための処方

箋』 メディカルレビュー社 佐藤雅昭 講談社 2016 [理系図・医学図・芸工図・筑紫図] 

 『知的複眼思考法』 講談社+α 文庫 苅谷剛彦 講談社 2002 [中央図・理系図] 

 

 英語論文執筆・国際学会発表・海外留学 

『英語論文基礎表現 717』 安原和也 三修社 2011 [中央図・理系図] 

『英語論文重要語彙 717』 安原和也 三修社 2012 [筑紫図] 

『英語論文・レポートの書き方』 上村妙子ほか 研究社 2004 [中央図・理系図・筑紫図] 

 『英文校正会社が教える英語論文のミス 100』 エディテージ ジャパンタイムズ 2016 [中央図・

理系図・医学図・筑紫図] 

 『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 丸善出版 2014 [理系

図・筑紫図・電子ブック有り] 

 『成功する科学論文：ライティング・投稿編』Janice R. Matthews, Robert W. Matthews 著 畠

山雄二, 秋田カオリ訳 2009[中央図・理系図・筑紫図] 

 『英語論文表現例集 : すぐに使える 5,800 の例文』 佐藤元志 技報堂出版 2006 [中央図・理系

図・電子ブック有り] 

 『理系のための英語論文執筆ガイド : ネイティブとの発想のズレはどこか?』 ブルーバックス 原

田豊太郎 講談社 2002 [中央図・理系図・芸工図] 

 『理系研究者のためのアカデミックライティング』 ヒラリー・グラスマン-ディール 東京図書 

2011 [中央図・理系図・筑紫図] 

 『ベッカー先生の論文教室』 ハワード・S・ベッカー 慶應義塾大学出版会 2012 [中央図] 

 『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 ミネルヴァ書房 2010 [中央図・理系図] 

 『研究者のための国際学会プレゼンテーション (新訂版)』 久保田浪之介 共立出版 2012 [筑紫図] 

『国際学会 English ポスター発表』 C.S. Langham 医歯薬出版 [理系図・筑紫図] 

 『ポイントで学ぶ国際会議のための英語 : 英文手紙、論文投稿、訪問、E メール、電話』 小野義

正 丸善 2004 [理系図・筑紫図・電子ブックあり] 

 『研究留学のすゝめ! : 渡航前の準備から留学後のキャリアまで』 UJA(海外日本人研究者ネットワ

ーク)編 羊土社 2016 [中央図・筑紫図] 

 

 

以上、選定および推薦文は図書館職員。 


