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文献探しの基礎知識 
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文献の種類 
 

雑誌論文 

図書 

報告書・白書・法令・特許・統計 

インターネット上の情報 



文献探しの基礎知識 
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 文献が必要となる場面とは？ 
 

・卒業研究やレポート 
 などの課題 

・自分の研究分野の新しい情報を知る 
・先行研究を参考にした研究・医療 
・収集した情報をふまえた考察や結論 

情報 収集・分析 

・医療現場での 
疑問や問題 
 

文献 

・学術論文作成 



文献探しの基礎知識 
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レポート・論文作成のために
必要な文献の集め方 

①手当たり次第に探してみる 
②手持ちの文献の参考文献の欄を見る 
③文献データベースを使って、テーマに

即した文献を検索する 
 



文献探しの基礎知識 
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探し方の長所・短所 
①手当たり次第に  ×非効率的 
          ○すぐ読める 

②参考文献欄を見る ○よい文献が見つかりやすい 
          ×その文献より古いものしか 
           見つからない 

③データベースで  ○効率的 
          ○最新の文献が見つかる 
          ×図書論文や報告書は見つけ 
           にくい 



文献探しの流れ 
7 

参考文献のチェックやデータベース検索で、
「これが読みたい」という文献を見つける 

図書館に資料があるか、電子ジャーナルで
読めるかを確認する 

自分でコピー・ 
ダウンロード 

必要なら、文献取寄せの申
込みをする 

あった！ なかった！ 



参考文献の見方① 
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西條長宏編， 「がん化学療法看護」，南江堂， 2007 

著者名 書 名 出版社 出版年 

池上知子 “社会的判断と感情” 海保博之（編） 「温かい認知」の 

著者名 

出版社 

 

ページ 出版年 
心理学. 金子書房,  1997,  P.99-119 

章などのタイトル 本の著者名 書 名 



参考文献の見方② 
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森 陽子，大学生の自己効力感と英語学習方略の関係 

日本教育工学会論文誌  28,  45-48, 2005 

著者名 論文名 

掲載された雑誌名 巻号 ページ 出版年 

実際に文献を読むには，どこに
何が書かれているかを理解す
ることが大切！！ 

detect gravitational waves. J. Instrum.   7,  

Accadia, T. et al. Virgo: a laser interferometer to 

P03012–P03012 (2012). 

著者名 論文名 

掲載された雑誌名 巻号 

ページ 出版年 
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図書と雑誌の違いを見分ける 
図書の情報には、出版社が書いてある 
       高谷修. 看護学生のためのレポート・論文の書き方. 

       改訂3版, 金芳堂, 2006, p.60-77 

雑誌の情報には、巻号がある。 

   宮崎俊一. 臨床医学論文の書き方.  

     近畿大学医学雑誌. 2007, vol.32, no.2, p.127-129 

 

参考文献の見方 



OPACの使い方 
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簡易検索 
タイトル・キーワード 
著者名で検索できます 
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OPACで検索できるものは？ 

※雑誌は、掲載雑誌名で検索
します。  
  ＊個別の論文タイトルや 
  著者では探せません。 

検索○ 

検索× 

 徳島大学で所蔵している図書・
雑誌⇒本館や研究室にある資料
もヒットします 
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「日本臨床」という雑誌の68巻2号（2010年

発行）は徳島大学にあるか？ 

日本臨床 

雑誌を探すときは、 
出版年を入力しない！ 

Point! 



16 

所蔵巻号 所蔵年・受入継続 所在 



雑誌の所蔵状況の見方 
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末尾の＋は 
受入継続中（現在購読中）の印 1巻～70巻まで

すべて所蔵 
71巻は１号から 
5号まで所蔵 

探しているのは68巻2号＝ 68(2) 
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雑誌の省略形でも検索できます 

（例）：Tarun SZ Jr, Sachs AB. A common 
function for mRNA 5' and 3' ends in 
translation initiation in yeast. Genes Dev. 
1995 ; 9(23): 2997-3007.  
この論文は図書館にあるでしょうか？ 



雑誌の所蔵状況の見方 
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所蔵年の範囲でも持っていない場合があるので、所蔵巻号を必ず見ること 

所在：蔵本1階雑誌書庫の場合 

蔵本1階雑誌書庫（東） 今年発行分 

蔵本1階
雑誌書
庫（西） 
 



データベース検索入門 
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雑誌記事を検索するため
のデータベース 

 

医中誌web 
CiNii Articles 
PubMed（パブメド） 
 



データベースでわかること 
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●論文名  ●著者名 

●掲載された雑誌の 
タイトル・巻号・ 
ページ・出版年 

＋ 

●抄録（＝Abstract) 
 （論文の要旨） 

●論文の全文（本文）などへ
のリンク 

（すべての論文に，リンクが
あるわけではありません） 

＋ 

論文の実物にたどりつくため
の手がかりとなる情報 

内容がどんなものか（自分の
要求に合っているか）を確認
できる 

これがわかればＯＰＡＣで検索可能 



CiNii（サイニィ） Articles 
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国内のあらゆる分野の文献が検索できる。 
無料データベースなので、家からでも利用可能。 
論文の全文を直接読むことができる場合がある。 



医中誌Ｗｅｂ 
23 

国内の医学系分野の文献が検索できる。 
学内で、同時アクセス４ユーザーまで。 



PubMed（パブメド） 
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海外の生命科学系分野の雑誌論文を検索できる。 
無料データベースなので、家からでも利用可能。 
全世界の人が利用している。 



文献の入手方法 
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読みたい論文が見つかった！→本文を読むには？ 

① 文献データベースから全文を読めるかどうか調べる。 
 
②  
 
 
 
③ 図書館に紙媒体で置いてあるかどうか検索する。 
  （ＯＰＡＣより） 
 
④どうしても読めない論文もある。⇒文献取寄せ（ＩＬＬ） 

徳島大学で読むことのできる電子ジャーナルを検索する。     
（図書館トップページの「電子ジャーナル」メニューも
しくはOPACより） 



文献の入手方法① 
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医中誌検索結果の本文リンク 
うち，徳大で読めるのは 

• メディカルオンライン（PDF) 
• J-STAGE 
• CiNii（本文あり） 
• 関東連合産科婦人科学会誌 

 文献データベースから直接全文を表示させる 
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文献の入手方法① 

 便利なアイコン「徳島大学FullText」 
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文献の入手方法②・③ 

＜電子ジャーナルがある場合＞ ＜電子ジャーナルがない場合＞ 
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②徳島大学で読むことのできる電子ジャーナルを検索する。 
（図書館トップページの「電子ジャーナル」メニューより） 

文献の入手方法② 



文献の入手方法④文献取寄せ 
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「文献申込（複写）」をクリックすると・・・ 



文献取寄せ申込のコツ 
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論文の情報が自動的に入るので便利です 



文献の入手方法 
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文献取寄せについて 
有料です。 

 １枚あたり３５円～５０円＋送料が必要。 

本館（常三島）からの取寄せも可能。（モノクロ１枚１５
円，カラー１枚５０円・送料なし） 

文献が届くまで、申込みから一週間前後かかります。 

ホームページの申込みフォームまたは図書館カウン
ター前にある用紙で申込んでください。 



データベース・ 
電子ジャーナル利用上の注意 
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 同時アクセス数が限られているデータベース
を使ったあとは、必ずログアウトを。 

  医中誌は同時に4人、聞蔵（新聞記事検索ツール）など
は同時に1人しか使えません。 

 利用規約に従い、情報の過剰なダウンロード
をしない。 

  電子ジャーナルの機械的なダウンロードを行った場合、
徳島大学からの利用が全面的に制限されることもありま
す。 
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