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概要
あらゆる文書は、読み手に内容が誤解されることなく一意的に伝わらなければただのゴミ。学生を含
め社会で活躍する人にとって、何

2014年10月17日 . 文章添削トレーニング ――八つの原則：著：古郡廷治/筑摩書房|電子書籍
の漫画（マンガ）・コミック|文章を書くことは日常的な作業である。しかし、 . 通知、回覧、報告、会
議録、仕様書、学生の小論文・レポートなどを念頭におき、文章の原則について、要点を具体的に
示す。|コミックの . 文章ベタな人のための論文・レポートの授業.

【文書作成力】セオリーを押さえると文章作成力は向上する. 2014年09月12日 07:00. おはようござ
います。 「まおまお」で～す。 いつもブログを見ていただきありがとうございます。 今回の書籍の紹介は
コレです。 古郡 廷治『文章ベタな人のための論文・レポートの授業』(光文社，2014) 820円（税
別） 文章ベタな人のための論文・レポートの授業 .
ちょっとベタではあるのだが、来年を逃すと、次は 2105 年までできないわけで、やっぱりやっておこうと。
. 1905年は、アインシュタインが、光量子仮説、ブラウン運動、特殊相対性理論についての論文をあ
いついで発表した「奇跡の年」だ。 . ただし、不慣れな人が、このコンパクトにまとまった証明を解読す
るのは相当時間がかかると思うけど。）.
2010年10月3日 . この全体像を示すために、A4一枚のシート ([資料2]) にまとめた。このシートは、
論文のような形式を採らず、一覧性と簡潔性を重視する企業実務で好まれる情報提示のしかたの
一例でもある。 レポートの書き方を習得するには、比較的短い文章で、個別に具体的に文章の添
削指導を受けて自ら推敲し (第二部)、その中で全体構成.
2015年3月31日 . 30 全部見える循環器疾患. 黒澤博身. 成美堂出版. 31 全部見える呼吸器疾
患. 玉置淳. 成美堂出版. 32 全部見える脳・神経疾患. 服部光男. 成美堂出版. 33 お文の影.
宮部みゆき. ＫＡＤＯＫＡＷＡ. 34 文章ベタな人のための論文・レポートの授業. 古郡廷治. 光文社.
35 野心のすすめ. 林真理子. 講談社. 36 村上海賊の娘 上巻.
2016年10月3日 . 文章ベタな人のための論文・レポートの授業. 古郡廷治. 光文社. 2014.
B3②/H/37 日本語の作文技術. 本多勝一. 朝日新聞出版. 1982. B3②/H/38 やさしい文章術 :
レポート・論文の書き方. 樋口裕一. 中央公論新社. 2002. B3②/I/39. 悪文 第3版. 岩淵悦太郎
(編著). 日本評論社. 1979. B3②/I/40. 論文・レポートの基本：この1冊で.
必ず書ける「3つが基本」の文章術. 近藤 勝重 著. 幻冬舎. 816. 221. 文章ベタな人のための論
文・レポートの授業. 古郡 廷治 著. 光文社. 816. 320. 8人のリアルな声で聞く!イギリス英語とアメリ
カ英語 中西 のりこ 著. コスモピア. 831. 33. 石井桃子 児童文学の発展に貢献した文学者. 筑摩
書房編集部 著 筑摩書房. 910.26 いし. すてきなひとりぼっち.
自然科学系図書館展示リスト 『レポートの書き方』 2017.5-6月. no. ※タイトル著者まで, 請求記
号. 1, 論文ゼミナール / 佐々木健一著. 002-7-19. 2, 学びの技 : 14歳からの探求・論文・プレゼン
テーション / 後藤芳文, 伊藤史織, 登本洋子著. 002-7-20. 3, 大学生のための「読む・書く・プレゼ
ン・ディベート」の方法 / 松本茂, 河野哲也著. 002-7-21.
口ベタな人も、緊張タイプの人も、もう大丈夫！ .. 138, 9784894766488, 論文作法, 文章チュータ
リングの理念と実践, 哲学写作辅导和实践, 佐渡島紗織，太田裕子 編, ひつじ書房, 816.5,
2013, ２７７ｐ, ２１ｃｍ, JPY . レポートを書くうえでの基本的なルールや文章術、書くための視点や、
素材、資料やデータの集め方、を丁寧にレクチャーする。
ではまかないきれないアカデミックな文章作成にかかわる相談が. 徐々に増えてきたという実情があり
ます。たとえば、「授業で課さ. れたテーマにかんする文献の要約の仕方を ... 文章のどこに書き手の
主張がまとめられているかを見つけるため. には、文章の構造を確認することが第一歩です。レポート
には、序. 論・本論・結論や PREP などの型が.
教育を通じて実務的文章作成技能を獲得していく過程. を明らかにすることを目的とする。学部学
生に対して. は、初年次の導入教育においてレポートや論文作成の. ためのスキル獲得が図られる
ことが多い。しかし、初. 年次教育のみで十分な文章作成技能獲得へと導くこと. は難しい。高等
教育における文章作成技能獲得への支. 援は、レポートや.
文章ベタな人のための論文・レポートの授業(古郡廷治)。あらゆる文書は、読み手に内容が誤解
されることなく一意的に伝わらなければただのゴミ。学生を含め社会で活躍する人にとって、何らかの
成果や提案を文書にまとめるためには文章で「伝える力」を身につけることが必要.

Furugori, Te I/ji Cho,Bunsho Bettana Hito No Tame No Rombun Report No Jugyo,BOOK
listed at CDJapan! Get it delivered safely by SAL, EMS, FedEx and save with CDJapan . 文章
ベタな人のための論文・レポートの授業 (光文社新書) / 古郡廷治/著. 学生・新社会人のための
一生モノの武器になる文章力を鍛える連続講義。
194, 大学生の文章術 : レポート・論文の書き方 / 旺文社編. -- 旺文社, [2015.4]. -- 151p ;

18cm. -- (大学生活+2 (ジュウジツ) 選書). 816/349, 4F. 195, 伝える技法 : プロが教える苦手克
服文章術 / 高田昌幸編. -- 旬報社, 2015.3. -- 271p ; 19cm. 816/346, 4F. 196, 文章ベタな人の
ための論文・レポートの授業 / 古郡廷治著. -- 光文社, 2014.5.
留学生のためのレポートの文章 | イオンが取り扱う商品をオンラインで注文できます！インターネット
でもイオンをぜひご利用ください。
文章ベタな人のための論文・レポートの授業 (光文社新書) on Amazon.com. *FREE* shipping

on qualifying offers.
スイーツランドのたんじょうび. 竹中マユミ · 試し読み購入する. なぜ、あの人の話に耳を傾けてしまう
のか？ ― 「公的言語」トレーニング. 東照二 · 試し読み購入する. メディアの苦悩 ― ２８人の証
言. 長澤秀行 · 試し読み購入する. 警視庁捜査一課長の「人を見抜く」極意. 久保正行 · 試し
読み購入する. 文章ベタな人のための論文・レポートの授業.
文楽をゆく. 吉田玉男. 小学館. 780-ｺ. 続ける技術、続けさせる技術. 木場克己. ＫＫベストセラー
ズ. 780-ﾃ. 名言珍言108選（トップアスリート編. 手束仁. 日刊スポーツ. 783ﾆ. 頂点への道. 錦織
圭. 文芸春秋社. 788-ﾖ. 明日へのタックル. 吉田沙保里. 集英社. 816-ﾌ. 文章ベタな人のための
論文・レポートの授業. 古郡廷治. 光文社. 自然科学・工学・産業.
2014年3月13日 . 論文/エッセイ/レポートの目的や書き方、引用の方法など、国語教育の実用的
な部分について、日本からアメリカへ移り住んでショックを受けた人たちの経験を中心にまとめました。
（文中で出てくるパラ . だから、日本でもテストのための勉強ばかりじゃなく、論文の書き方とルールを
小学生くらいから教えてほしいと思う。 渡辺由佳里.
2017年8月29日 . Download 文章ベタな人のための論文・レポートの授業 Free PDF. あらゆる文
書は、読み手に内容が誤解されることなく一意的に伝わらなければただのゴミ。学生を含め社会で
活躍する人にとって、何らかの成果や提案を文書にまとめるためには文章で「伝える力」を身につけ
ることが必要不可欠だ。そのスキルの基本はすべて.
文章ベタな人のための論文・レポートの授業 (光文社新書)の感想・レビュー一覧です。}
あらゆる文書は、読み手に内容が誤解されることなく一意的に伝わらなければただのゴミ。学生を含
め社会で活躍する人にとって、何らかの成果や提案を文書にまとめるためには文章で「伝える力」を
身につけることが必要不可欠だ。そのスキルの基本はすべて論文・レポートの作法にある。全９回の
講義を通じ、実際に学生たちが書いた文例を多く.
ほか 2005) などが見られるが、いずれの報告からも高度な文章表現能力の育成には時間が. かか
ることがうかがえる。 大島 (2006) は、大学１年次の必修科目としてのアカデミックライティングの実践
例と. して、Plan−Do−See の流れに沿ったレポート作成指導のプロセスを報告している。これ. は、課
題解決のために、計画→実践→振り返り・改善の.
その点では学問的な講義中心の授業を行う。 成績評価方法・基準, 中間試験 45％ 期末試験
45％ 小論文（レポート） 10％. テキスト(教科書), 古郡廷治：『文章ベタな人のための論文・レポー
トの授業』光文社新書、２０１４. 参考文献, 古郡廷治：『論文・レポートの文章作法」、有斐閣新
書、１９９２ 古郡廷治：『論文・レポートのまとめ方』ちくま新書、.
あらゆる文書は、読み手に内容が誤解されることなく一意的に伝わらなければただのゴミ。学生を含
め社会で活躍する人にとって、何らかの成果や提案を文書にまとめるためには文章で「伝える力」を
身につけることが必要不可欠だ。そのスキルの基本はすべて論文・レポートの作法にある。全９回の
講義を通じ、実際に学生たちが書いた文例を多く.
Amazonで古郡 廷治の文章ベタな人のための論文・レポートの授業 (光文社新書)。アマゾンなら
ポイント還元本が多数。古郡 廷治作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また文章
ベタな人のための論文・レポートの授業 (光文社新書)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
[小説]『文章ベタな人のための論文・レポートの授業』古郡延治のレンタル・通販・在庫検索。最
新刊やあらすじ（ネタバレ含）、ランキングや評価・感想など、おすすめ情報が充実。TSUTAYAのサ
イトで、レンタルも購入もできます。出版社：光文社.
近年、専門分野の論文や社説などの論理的な日本語文章を文章構造の観点か. ら分析する基
礎 . 研究で設定した構成要素、理想的なレポートの構成要素、レポートの分析例 .. 残りの授業

は論. 証型レポートの指導を行ったが、ここでは説明を割愛する。次に、課題レポー. トの趣旨を述
べる。主として初年次の学生を対象にしているため、最初から.
さらに、貧困克服のためにどういったことに取り組めばよいのか、各地の事例から考えます。 . 授業ス
ケジュール. 1. 4 月 12 日. 【モノから考える南北問題】. ・たわしの社会学. 2. 4 月 19 日. ・ナタ・デ・
ココのビデオから考える. 3. 4 月 26 日. ・ゴム・タイヤ＝BS のビデオ（ ... 論文レポートの書き方につい
ては、以下の 2 冊がたいへん参考になります。
816 文章ベタな人のための論文・レポートの授業 光文社新書. 古郡／廷治∥著. 光文社. 光文
社新書. 830 世界一わかりやすい英語の勉強法 関先生が教える. 関／正生∥著.
KADOKAWA. 830 英語の勉強法をはじめからていねいに 大学受験 東進ブックス 安河内／哲也
∥責任監修. ナガセ. 東進ブックス. 830 世界のエリートがみんな使っている.
2014年8月17日 . 今の、仕事内容で僕が特にニガテなのが原稿仕事です。ついつい自分にプレッ
シャーをかけてしまって、手を付けられず締め切りギリギリに送ってしまうことが度々あります。 そんな中
で、最近試している方法は中々効果的だと思ったので、書き留めておきます。 第0稿は勢いで書く
最初に文章を書くのは、中々難しいものです。
【送料無料】本/文章ベタな人のための論文・レポートの授業/古郡廷治 【新品／103509. 885円.
3%24ポイント. 送料無料. 【送料無料】本/まずはココから！科学論文の基礎知識/畠山雄二/谷
川正弘 【新品／1035. 1,620円. 3%45ポイント. 送料無料. 【送料無料】本/一流の科学者が書く
英語論文/アンM．コーナー/瀬野悍二 【新品／10350. 2,808円.
2014年6月17日 . 文章ベタな人のための論文・レポートの授業 (光文社新書)』古郡 廷治 光文
社. この写真の記事. コラム新着ニュース. 打者としてはゴジラ松井以上の評価も…大谷がプホルス
を追いやりＤＨ起用！？ 1月9日(火) 13:00. 週プレNEWS. 「ニコニコ動画」にそっくりすぎる共有サイ
ト「ビリビリ動画」とは──ニコ動が中国に買収される！
それには，問題探究・問題解決などの能力を達成するために双方向型の授業が不可欠とさ. れ
る。しかしながら，大人数が . 方向的な講義形式の教育とは異なり，学修者の能動的な学修への
参加を取り入れた教授・. 学習法の総称と文部科学 . センタージャーナルの２本の論文にまとめてき
た（佐野…2011）（佐野…2014）。また，日々. の実践の中.
2014年6月18日 . 本書『文章ベタな人のための論文・レポートの授業』は、文章で伝える力を徹底
的に鍛えることを目的にした一冊。著者は電気通信大学名誉教授でデジタルハリウッド大学客員
教授の古郡廷治さんです。 たとえば、本書の中で古郡さんはこんな文章を紹介しています。 「近
年、国内の規模が小さくなったこともあって、我が国の産業.
大学を卒業するための正当な手段である」「授業. 料を払っているのだから」「他の人 . 賂、仮病な
どよりも軽い問題であると捉えられてい. ることが見出された。さらに、出典を記さずに他者. 他者によ
る文章の適切な使用に. 関する大学生の知識. 論文. 谷上亜紀. Aki Tanigami .. 自然であるよう
な文章が、筆者自身の考察である. かのような表現で綴.
2016年6月6日 . 附属図書館全館（中央・体芸・医学・図情・大塚）一斉開催! 開催期間：
2016/6/6～7/8. 今年度は、財務部財務制度企画課と附属図書館の初コラボ企画。 昨年度の同
展示で登場した不正三兄弟（捏造くん・改ざんくん・盗用くん）に加え、 もう一体「研究費不正使
用くん」が登場しました。 意外とあなたの身のまわりにも、デビル達が.
1 Book 論文・レポートの文章作成技法 : 論理の文章術. 古郡, 廷治. 日本エディタースクール出
版部. 7 Book 文章ベタな人のための論文・レポートの授業. 古郡, 廷治. 光文社. 2 Book 文章の
設計図を用いた「読ませる」小論文の作成技法. 小田中, 章浩(1958-). 丸善. 8 Book 大学への
文章学 : コミュニケーション手段としてのレポート・小論文.
論文・レポートの文章作成技法 : 論理の文章術 / 古郡廷治著. 東京 : 日本エディタースクール出
版部 , 2006.3. 図書. 論文・レポートのまとめ方 / 古郡廷治著. 東京 : 筑摩書房 , 1997.8 . - (ちく
ま新書 ; 122). 図書. 文字処理のための計算機科学概論 / 古郡廷治/著. 町田 : 総研出版 , . 文
章ベタな人のための論文・レポートの授業 / 古郡廷治著.
文章ベタな人のための論文・レポートの授業」，古郡廷治著，光文社（光文社新書697），
ISBN978-4-334-03800-7，820円，2014年9月29日購入，2015年3月29日読了． 大学1年生にお

勧め．悪い例と改善例が示されているのでどのようなところに注意をすれば良いかが分かりやすい．
「超ディープな深海生物学」，長沼毅・倉持卓司著，祥伝社（.
テーマを選んで、レポートをまとめ、発表する。 授業の到達目標を計る課題レポートで70％以上。
４． 教科書・参考書. 日本経済新聞など新聞各紙。ビジネス誌。 『わかりやすく＜伝える＞技術』
（池上彰著、講談社現代新書） 『文章ベタな人のための論文・レポートの授業』（古郡 廷治著、
光文社新書）. ５． 準備学修の内容. 新聞・雑誌を読み、テレビの.
論文・レポートのまとめ方[古郡廷治-筑摩書房]を読むならドコモのdブック。人気のコミック、小説、
実用書など電子書籍はドコモのdブック【公式サイト】。3キャリア対応、無料の試し読みも豊富で
す。多彩なジャンルの電子書籍を簡単に利用できるdブック！
9 図書 なぜ、メールは人を感情的にするのか : Eメールの心理学. 小林, 正幸(1957-). ダイヤモンド
社. 4 図書 論文・レポートの文章作法. 古郡, 廷治. 有斐閣. 10 図書 アサーション・トレーニング :
さわやかな「自己表現」のために. 平木, 典子(1936-). 日本・精神技術研究所, 金子書房(発売).
5 図書 文章ベタな人のための論文・レポートの授業.
2014年6月18日 . 論文やレポートを提出する機会が多い学生だけでなく、社会人も企画書やプレ
ゼン資料などで文章を書く必要性にかられることがあります。むしろ、文章能力の重要性は社会人
になって実感することの方が多いのではない.
#0518book. 38 5. Filter Normal. : : 10 文章ベタな人のための論文・レポートの授業.
@__8meme8__. 1 year ago. #0518book. : : 10 文章ベタな人のための論文・レポートの授業（古
群廷治） : 以前、文章に対して大丈夫か苦手かというのを感じるようになったと書いたけれど、 それ
はその文章たちのテンポが好みかどうからしい。 : #0518book.
別書名, 異なりアクセスタイトル:文章ベタな人のための論文レポートの授業異なりアクセスタイトル:
文章ベタな人のための論文・レポートの授業. 著者標目, 古郡, 廷治 <フルゴオリ, テイジ>. 件 名,
BSH:論文作法. NDLSH:論文作法. 分 類, NDC8:816.5. NDC9:816.5. 本文言語, 日本語. 書
誌ID, BT00357576. NCID, BB15555473 WCLINK. 巻冊次.
2017年11月10日 . 論文作成ガイド : 『研究』しよう. 山浦 克典. 薬事日報社. 2016.4. 816//Ma26.
マジ文章書けないんだけど : 朝日新聞ベテラン校閲記者が教える一生モノの. 文章術. 前田 安正.
大和書房. 2017.4. 816.5//F92. 文章ベタな人のための論文・レポートの授業. 古郡 廷治. 光文社.
2014.5. 816.5//I19. レポート作成法 : インターネット時代.
2009年2月27日 . 文章が書けない人間は残念ながら「学」に残ることはできないのですから．その人
にとっても出席だけで終わる様な授業はそりゃ出る意味がありません． だから，卒業に必要な単位
数は学生で一律にしつつ，卒業論文は「必修」から外せばよいのです．卒業論文は現状でもかなり
大きな単位数（10単位とか）を持っているので，それを.
2018年1月3日 . 仕事術・文章術. ＊わかったつもり～読解力がつかない本当の原因：西林克彦.
＊「誰でもアイデアを量産できる」発想する技術：石井守. ＊文章ベタな人のための論文・レポート
の授業 ：古郡廷治. 『わかったつもり』は、「浅い理解」と「深い理解」の違いを解き明かします。 ken.
読書の秋に突入です。歴史物に浸っていたい今日この頃.
2014年10月25日 . 文章ベタな人のための論文・レポートの授業 (光文社新書). 作者: 古郡廷治 .
日本語の作文技術 (朝日文庫)』や『理科系の作文技術 (中公新書 (624))』はちょっと古いなあ，
と思う人にお勧めの本です．この種の「物の . 論文にせよレポートにせよ，「なぜ(why)」「何(what)に
ついて」書くのかの検討が重要になってきます．この点.
文章ベタな人のための論文・レポートの授業 （光文社新書）. 古郡 廷治／著. 光文社.
G816.5/ﾌ/. 紫式部の欲望 （集英社文庫）. 酒井 順子／著. 集英社. G913.3/ﾑ/. 愛と暴力の戦
後とその後 （講談社現代新書） 赤坂 真理／著. 講談社. G914.6/ｱ/. 日本人に生まれて、まあよ
かった （新潮新書） 平川 祐弘／著. 新潮社. G914.6/ﾋ/. バベットの晩餐会.
また、『アトラクションの日常』の講読では、「はじめに」「第8章」「おわりに」を担当し、読後レポートに
は気になっていたテーマの一つであるアニメソングについて、第10章「夢みる」 . についてレジュメを作
成し、ゼミの時間に発表を行うという形だが、この取り組みを通して、論文の執筆のために書籍にあ
たるということがどのようなことなのかを実感した。

2014年5月20日 . 学生・新社会人のための一生モノの武器になる文章力を鍛える連続講義。
文章ベタな人のための論文・レポートの授業(光文社新書) （光文社） [電子書籍]の通販ならヨド
バシカメラの公式サイト「ヨドバシ.com」で！レビュー、Q&A、画像も盛り沢山。ご購入でゴールドポ
イント取得！今なら日本全国へ全品配達料金無料、即日・翌日お届け実施中。
【送料無料】本/心理学論文の書き方 卒業論文や修士論文を書くために/松井豊 【新品. 1,836
円. 3%51ポイント. 送料無料 . 【送料無料】本/科学者・技術者のための英語論文の書き方 国際
的に通用する論文を書. 2,808円. 3%78ポイント . 【送料無料】本/文章ベタな人のための論文・レ
ポートの授業/古郡廷治 【新品／103509. 885円. 3%24ポイント.
文章ベタな人のための論文・レポートの授業. 2014 古郡 延治. 光文社. ＳＣ- 53. '15-04. ゼロから
わかる大学生のためのレポート・論文の書き方. 2011 石井 一成. ナツメ社. ＳＣ- 54. '15-04. 学生・
院生のためのレポート・論文の作成マニュアル. 2011 滝川 好夫. 税務経理協会. ＳＣ- 55. '15-04.
伝える技法―プロが教える苦手克服文章術. 2015 高田.
697 文章ベタな人のための論文・レポートの授業 / 古郡廷治著 東京 : 光文社 , 2014.5. 54. 698
知性を磨く : 「スーパージェネラリスト」の時代 / 田坂広志著 東京 : 光文社 , 2014.5. 55. 699 若者
は本当にお金がないのか? : 統計データが語る意外な真実 / 久我尚子著 東京 : 光文社 , 2014.6.
56. 701 現代アート経済学 / 宮津大輔編著 東京 : 光文社 ,.
気に入らなければ怒ります。悲しければ泣きます。しかし、それは彼だけではありません。人間は感情
的な生き物なのです。』 中心文→「人間は感情的な生き物なのです。」 例３：その他の文（話題の
提示）→中心文（意見）→その他の文（補足）. 『あなたは、金持ちと貧乏人のどちらを信用するだ
ろうか。金持ちは信用しないが、貧乏人も信用できない。
【学ぶ】 大学で学ぶことや考え方; 【知る】 レポートとは; 【探す・整理する】 情報検索・収集・整理;
【書く】 レポートの書き方や論文サンプル; 【作成する】 レポートのためのＰＣスキル . 桑田てるみ編、
桑田てるみ [ほか] 執筆, 学生のレポート・論文作成トレーニング スキルを学ぶ21のワーク .. 古郡廷
治著, 文章ベタな人のための論文・レポートの授業.
学が初年次教育を実施しているが、そこでは、主に文章の書き方を中心に日本語能力の育成に
関する授業が行われ . 生のレポートや論文を書く力を向上させるための授 ... い」文章といえる。しか
し、それは、無駄のない簡. 潔な文章が要求されているともいえる。 アナウンスの原稿は、簡潔でな
ければ聞き手に伝. わりにくい。要点が曖昧では、.
井下千以子 慶応義塾大学出版会. 6 9784534049278 論文・レポートの基本. 石黒圭. 日本実
業出版社. 7 9784788513457 コピペと言われないレポートの書き方教室. 山口裕之. 新曜社. 8
9784766409697 レポート・論文の書き方入門. 河野哲也. 慶応義塾大学出版会. 9
9784334038007 文章ベタな人のための論文・レポートの授業. 古郡廷治.
2016年2月6日 . そもそもなんのための研究か理解できていない？ ・主語と述語が . どうやら、小中
高の「国語」の授業で、このような論理的な文章の書き方を学んでいないようだ（ホント？）。なんと
なれ . 上述の和文論文の場合と同じく、5つの章からなるが、和文での「考察」の章は英文では
「Discussion」、すなわち議論となっている。 なので、「.
論文・レポートの文章作法 （有斐閣新書）/古郡 廷治（新書・選書・ブックレット：有斐閣新書） 書きたいことがあっても、全体をまとめ、内容を効果的に伝えるには言語の表現技術も必要です。
「よい」文章が書けるように、論文やレポートに使う . 文章ベタな人のための論文・レポートの授業
(光文社新書). 一般書. 文章ベタな人のための論文・レポートの.
エイ出版社. 20963872. 4階. 128. はじめての論文 : 語用論的な視点で調査・研究する. 田中典
子著. 807||TA. 春風社. 20949923. 4階. 129. 自分を伝える話し方 : 今日から始める会話力アップ
のトレーニング法. 遠田恵子著. 809.2||EN. 枻出版社. 21037310. 4階. 130. 文章ベタな人のための
論文・レポートの授業. 古郡廷治著. 816.5||FU. 光文社.
ようなアカデミック・ライティングの教科書が、従来の日本人のための論文作成の解説書と異な . 方
的な講義のような、語学学校にはない授業形態の違いも一要因である。 .. しかし、日本人学生.
が日本語の文法を知っているからといって、だれでも文章が書けるわけではない。あとで述べる. よう
に、レポートを初めとする論理的な文章を書くのに最も.

クリーブランド州立大学助教授、電気通信大学情報工学科教授などを経て、電気通信大学名
誉教授。デジタルハリウッド大学客員教授。専門はプログラミング言語、計算言語学、人工知能な
ど（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです） 『文章ベタな人のための論
文・レポートの授業 光文社新書』より. プロフィール詳細を見る.
論文・レポートのまとめ方 （ちくま新書）/古郡 廷治（新書・選書・ブックレット：ちくま新書） - プログラ
ミング言語などについて教えている電気通信大学教授による、文章の形式や適切な文章表現など
の解説書。文、段落、用字、用語から図表の使い方. . 文章ベタな人のための論文・レポートの授
業(光文社新書). 一般書. 文章ベタな人のための論文・.
あらゆる文書は、読み手に内容が誤解されることなく一意的に伝わらなければただのゴミ。学生を含
め社会で活躍する人にとって、何らかの成果や提案を文書にまとめるためには文章で「伝える力」を
身につけることが必要不可欠だ。そのスキルの基本はすべて論文・レポートの作法にある。全９回の
講義を通じ、実際に学生たちが書いた文例を多く.
なにしろ，大学に入るとすぐに，様々な授業でレポートというものを課され，. いついつまでに出せと言
われる。 . 容であって，論文の書き方を全般的・体系的に教えるための授業ではない。少. なくとも，
この枠で１５∼３０コマかけて論文の . 校から大学まで系統的にしかも本格的に，論理的文章・レ
ポート・論文の書き. 論文の書き方教育：内容と方法 "!
2017年10月26日 . [古郡廷治] 文章ベタな人のための論文・レポートの授業 (光文社新書). 投稿
者: MangaDL. [古郡廷治] 文章ベタな人のための論文・レポートの授業 (光文社新書). 無料ダウ
ンロード - [古郡廷治] 文章ベタな人のための論文・レポートの授業 (光文社新書).
レポートとは、いわば家で書い. てくる答案で、学校の試験場で. 書くよりは分量が大きく、いろ. いろ
な参考書を読んで書くこと. ができます。…〈中略〉…要す. るに、自分が勉強したことを、. 教師に見
せる手紙と考えてよい. でしょう。 学術論文とは、自分の研究の結. 果を論理的な形で表現するも
の. であります。…〈中略〉…文章. を飾ることや自分の感情.
データ種別, 図書. 出版者, 東京 : 光文社. 出版年, 2014.5. 本文言語, 日本語. 大きさ, 268p ;
18cm. 別書名, 異なりアクセスタイトル:文章ベタな人のための論文レポートの授業異なりアクセスタ
イトル:文章ベタな人のための論文・レポートの授業. 著者標目, 古郡, 廷治 <フルゴオリ, テイジ>.
文章ベタな人のための論文・レポートの授業(光文社新書) [新書]の通販ならヨドバシカメラの公式
サイト「ヨドバシ.com」で！レビュー、Q&A、画像も盛り沢山。ご購入でゴールドポイント取得！今な
ら日本全国へ全品配達料金無料、即日・翌日お届け実施中。
2014年12月2日 . 【定価77％OFF】 中古価格￥198（税込） 【￥687おトク！】 文章ベタな人のた
めの論文・レポートの授業／古郡延治(著者)／中古本・書籍／ブックオフオンライン／ブックオフ公
式通販・買取サイト。1500円以上のご注文で送料無料。

Rendez-vous sur la page Teiji Furugōri d'Amazon.fr et découvrez tous les livres de Teiji
Furugōri. Consultez des photos, la bibliographie et une biographie de Teiji Furugōri.
文化系」学生のレポート・卒論術』 渡辺潤, 宮入恭平編著. 28. 『 報告書・レポートが面白いほど
書ける本 : 初心者でもワンランク上の評価が得られるポイント31(ポイント図解)』 永山嘉昭著. 29.
『文章ベタな人のための論文・レポートの授業(光文社新書:697)』 古郡廷治著. 30. 『大学生のた
めの「論文」執筆の手引 : 卒論・レポート・演習発表の乗り切り.
文章ベタな人のための論文・レポートの授業 (光文社新書)の感想・レビュー一覧です。
本/文章ベタな人のための論文・レポートの授業/古郡廷治のお買いものならKDDI/KDDIコマース
フォワードが運営するネットショッピング・通販サイト「Wowma!」。毎日がワウ！になる通販サイト
Wowma!（ワウマ）。人気のアイテムが大集合！2000万品以上の豊富な品ぞろえ♪送料無料商品
やセール商品も多数掲載中！ポイントやクーポンを使ったお.
2015年7月30日 . 論文の読み方・書き方の授業で最も大切なことは、問いの重要性を伝えること
であり、自ら問い. を立てその問いを . も、長い論文を書こうとすれば、文章の途中で、たえず大小複
数の問いを立て展開することが求め. られる。大学で求め . 長いレポートを書くために求められるの
は、問いを展開する力である。論. 文の長さは、問いを.
2016年3月31日 . まで毎年就職課が実施してきた「自己発見（大学生基礎力）レポート. Ⅰ（1 年

次対象）・Ⅱ（2 .. て語られました。ま. た、授業を担当する. 教員からは「やる気. スイッチのマネジメ.
ント」について、職員. からはやる気スイッ. チを入れるための「環. 境づくりや情報提供」. について話
題を .. ベタな感がある今日の若者。FYS の有用性も.
バル化」、「格差問題」というように、頻出トピッ. クを毎週教えることが多い。このような授業スタ. イル
をとっていれば、小論文にとって大切なのは. 時事問題に関する「知識」である .. るだけの文章であ
る。なぜなら、第二センテンス. と第三センテンスは、問いに対する答えになって. いないからである。こ
のことを学生に分からせる. ために、岡田は「論文.
2016年11月29日 . レポートとは、大学の授業などでよく課されるものです。授業内容で学んだこと
や、ある論点に関して知らべた結果から自分の考えや感想をまとめたものになります。 レポートは評
価基準によく使われます。資料の読み取り能力、論理的思考力、客観的な視点や文章力などを
試されるのです。実験レポートや意見レポートなど、レポート.
文章ベタな人のための論文・レポートの授業, 古郡廷治著, 光文社, 816/F92/. ○600字で書く文章
表現法, 平川敬介著, 大阪教育図書, 816/H64/'15. ○ノリさんの楽々レポート作成術 : 福祉系学
生・職員のための論文レポート作成マニュアル, 久田則夫著, 大揚社/星雲社 (発売), 816/H76/. ○
伝わる文章の書き方教室 : 書き換えトレーニング10講.
古郡廷治の「論文・レポートのまとめ方の無料サンプルを閲覧または購入。このブックは iPhone、
iPad、iPod touch、または Mac 上で iBooks を使って読むことができます。
Download 文章ベタな人のための論文・レポートの授業 Free eBook. あらゆる文書は、読み手に
内容が誤解されることなく一意的に伝わらなければただのゴミ。学生を含め社会で活躍する人にとっ
て、何らかの成果や提案を文書にまとめるためには文章で「伝える力」を身につけることが必要不可
欠だ。そのスキルの基本はすべて論文・レポートの.
失礼な敬語 : 誤用例から学ぶ、正しい使い方 / 野口恵子著. -- 光文社, 2013.6. --. (光文社新
書 ; 649). 4F新書版. 815.8//N93//8258. 文章ベタな人のための論文・レポートの授業 / 古郡廷治
著. -- 光文社, 2014.5. -- (光. 文社新書 ; 697). 4F新書版. 816.5//F92//1107. ぎりぎり合格への論
文マニュアル / 山内志朗著. -- 平凡社, 2001.9. -- (平凡社.
書くことが思いつかない人のための文章教室(幻冬. 舎新書:232:[こ-8-2]). 近藤勝重著. 幻冬舎.
2011/12/16 500001209. S816||Ge||232. 大学生のためのレポート・論文術(講談社現代新.
書:1603). 小笠原喜康著. 講談社. 2002/7/2 110055139. S816||Ko||1603. 文章ベタな人のための
論文・レポートの授業(光文. 社新書:697). 古郡廷治著.
文章ベタな人のための論文・レポートの授業 (光文社新書) | | ISBN: 9784334038007 |

Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.
タイトル, 文章ベタな人のための論文・レポートの授業. 著者, 古郡廷治 著. 著者標目, 古郡, 廷
治, 1939-. シリーズ名, 光文社新書 ; 697. 出版地（国名コード）, JP. 出版地, 東京. 出版社, 光
文社. 出版年, 2014. 大きさ、容量等, 268p ; 18cm. ISBN, 9784334038007. 価格, 820円. JP番
号, 22415889. トーハンMARC番号, 33091808. 出版年月日等.
文章ベタな人のための論文・レポートの授業,古郡廷治,書籍,ビジネス・経済,自己啓発,光文社,あ
らゆる文書は、読み手に内容が誤解されることなく一意的に伝わらなければただのゴミ。学生を含め
社会で活躍する人にとって、何らかの成果や提案を文書にまとめるためには文章で「伝える力」を身
につけることが必要不可欠だ。そのスキルの基本は.
文章ベタな人のための論文・レポートの授業古郡廷治/著. 論文やレポートを書くのは主に学生だ
が、多くの社会人も企画書やプレゼンのレジュメなど文章を書く機会とは無縁ではない。そうした文
書は、読み手に内容が誤解されることなく一意的に伝わらなければただのゴミ。学生を含め社会で
活躍する人にとって、何らかの成果や提案を文書に.
文章ベタな人のための論文・レポートの授業 - 古郡廷治 - 本の購入は楽天ブックスで。全品送料
無料！購入毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレビュー・感想も満載。
＜図書＞. ブンショウベタ ナ ヒト ノ タメ ノ ロンブン・レポート ノ ジュギョウ. 文章ベタな人のための論
文・レポートの授業 / 古郡廷治著. (光文社新書;697). 本書影は紀伊國屋書店ウェブストアのもの
を利用しています。

2014年8月1日 . 《言語》 ・不安がスッと消え、誰とでもすぐにうちとける会話術 / 川島達史著 / 明
日香出版社 / 809.4||Ka ・日本語教育能力検定試験実戦予想問題 / 泉均著 / 晶文社 /
810.7||Iz||2014 ・外国人のための英語でわかるはじめての日本語 / 宮崎道子 栗田奈美 坂本舞
著 / ナツメ社 / 810.7||Mi ・文章ベタな人のための論文・レポートの授業.
文章ベタな人のための論文・レポートの授業/古郡廷治」の通販ならLOHACO（ロハコ）！ ミネラル
ウォーター、お茶、ティッシュ、おむつなどの日用品から、掃除機、冷暖房器具などの生活家電まで、
アスクル個人向け通販ならLOHACO（ロハコ）。翌日以降お届け、1900円以上で基本配送料無
料です。
どう書いたら大学の先生が評価する「良いレポートになるのか」が分からない人は、以下の例を見て
参考にしてください。 . 逆にスポーツ新聞ははやりのメディアに目をむけているため、目新しさという点
で意執的に漢静をカタカナになおすことによって、漢語の持つ堅いイメージを和らげていると考えた。
青葉の由来 .. ようすをのべた文章○ 「自軌…
文章ベタな人のための論文・レポートの授業. 光文社. 2014. 佐々木健一. 論文ゼミナール. 東京
大学出版会. 2014. ○. 佐藤健二. 論文の書きかた. 弘文堂. 2014. ○. 花井等ほか. 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. 有斐閣. 2014. ○. ※ は2015年4月に新しく到着した図
書です。 ※「複本」の欄に○がある図書は、上ケ原一般.
文章で人を説得し納得させるには、それなりのスタイルが必要だ。ビジネスシーンで役立つ文章の書
き方を紹介する。 関連書籍を探す. 新書リスト | 背表紙から. 理系のための論理が伝わる文章術.
成清弘和著 -- 講談社, 2016.04, 169p. -- (ブルーバックス ; B-1965). 文章ベタな人のための論文・
レポートの授業. 古郡廷治著 -- 光文社 , 2014.05,.
いい文章には型がある（吉岡友治 ＰＨＰ新書）. ・漢字に託した「日本の心」（笹原宏之 ＮＨＫ出
版新書）. ・文書ベタな人のための論文・レポートの授業（古郡延治 光文社新書）. ・唐宋伝奇集
上下（今村与志雄訳 岩波文庫）. ・日本語作文術（野内良三 中公新書）. ・日本語語感の辞
典（中村明 岩波書店）. ・日本の作家名表現辞典（中村明 岩波書店）.
雑談(101)緩慢な思考力低下の危うさ――スマホ化の時代に 2013年8月26日 . だめ押しに、研究
室の奥の方に眠っていた「優秀レポート」（何千部から数部を残しておいたもの）の束を出してきて、
授業の際、書画カメラで拡大して見せた。それは早大に着任した1996年の夏休み . 見事なベタ打
ちの文章を提出してくる。手書きの時代は、「清書」.

