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③結論

②本論

①序論

１.レポートとは？

レポートの構成

問題提起、主張、テーマの背景など

データ、データに基づく主張

まとめ、主張を再度強調、今後の課題

例：≪問い≫ テレビを見ることは教育に悪いのか？
≪主張≫ テレビは教育に“悪い“

“毎日２時間テレビを見る子供の学力に比べて、5時間見る子供の
方が学力が低かった“というある研究者の論文を提示

したがって「テレビは教育に“悪い“」と言える

レポート作成で使用した資料・情報・データ等の出典は全て正しく明記する
（参考文献リストが間違っていると論文自体の信頼性も損なう）

資料・情報・
データ等が

必要！



 他者の意見を自分の意見のように書かない
自分の考えと他者の考えは明確に区別する

１.レポートとは？

引用のルール/参考文献の書き方

 引用するなら正確に、ルールを守って
引用の方法、参考文献の書き方にも決まりがある

孫引き（再引用）はＮＧ

Aさんの
論文

Bさんの
論文

自分の
論文

引
用

再
引
用

（
孫
引
き
）

直接引用する

 引用は必要最小限に
自分の文書が主体、引用はその補強



最新情報
研究の

最新動向
基礎知識の

集成

図 書 雑 誌 新 聞

２.文献の探し方

“文献”とは？



目的の文献が
図書館

(徳島大学内)
にあるか

どのような
文献が

あるか調べる

図書館または所蔵
教室で利用

電子ジャーナルを
利用

他大学図書館から文献
を取り寄せる（雑誌
論文の場合はコピー
の取り寄せ）

他の図書館を利用する
図書館へ「学生用図書

購入希望」の申込み
をする

自分で購入する

No

Yes

OPAC検索
電子ジャーナルの検索

OPAC（学内蔵書検索）

データベース

本や論文の参考文献

２.文献の探し方

文献入手までの流れ



２.文献の探し方

文献の探し方

① OPAC（学内蔵書検索）で検索する

② データベースで検索する

③ 手持ちの文献の参考文献欄を見る

〇 ヒットした資料は確実に徳大で利用できる
× 本の目次や雑誌の掲載記事名では検索できない

〇 キーワードや論文名、著者名などから自由に文献を探せる
〇 最新の文献も古い文献も探せる
× 調べたい分野や内容によってデータベースを選ぶ必要がある

〇 テーマに沿った内容の文献が探せる
× その文献より古い文献しか探せない



２.文献の探し方

OPAC（オーパック）とは？

 蔵書検索システム

（Online Public Access Catalog）

 図書や雑誌のタイトル、著者名、出版社、出
版年などの情報を登録し、検索できるように
したもの

 これにより、図書館にどんな資料があるのか、
どの場所にあるのか、いま借りられるのか、
などが分かる
※ 資料…図書（e-Book含む）

雑誌（電子ジャーナル含む）

視聴覚資料（CD/DVDなど）



データベース

学術雑誌に掲載された論文の目次情報を集
め、データ化し、タイトルや著者名で検索
できるようにしたもの

雑誌論文を見つけるためのツール

・いろんな論文を発見できる
・冊子体の雑誌を１冊１冊確かめるより、効率的

3.データベース検索

データベースとは？



3.データベース検索

Ｇｏｏｇleとかじゃダメなの？

検索エンジン
（Yahoo、Ｇｏｏｇｌｅ等）

一般のサイト

オープンな
データベース

徳島大学で
契約している
データベース

インターネット

検索可

一部検索可

検索不可

インターネットは便利だけど…

 内容の信頼性が低いものもある

 文献の情報は検索が難しい

インターネットを使うなら…
官公庁のホームページで公開されている

文書・統計・データ等を



●論文名 ●著者名

●掲載された雑誌の

雑誌名・巻号・ページ・出版年

＋

●論文の全文（本文）
などへのリンク
（全ての論文に、リンクが

あるわけではありません）

＋

これが分かれば
OPACで検索可能

3.データベース検索

データベースでわかること

●抄録（=Abstract）
（その論文の要旨・概略）

論文の実物にたどりつくための
手がかりとなる情報 図書館で雑誌を探さなくても

その場で論文を読める！

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



雑誌論文（日本語）を探す場合

CiNii、医中誌Web

雑誌論文（英語）を探す場合

Scopus、 SciFinder、PubMed

新聞記事を探す場合

聞蔵 Ⅱビジュアル（朝日新聞全文記事検索）

3.データベース検索

図書館で使えるデータベース

データベース検索の利点・欠点

〇 キーワードや論文名、著者名などから自由に文献を探せる
〇 最新の文献も古い文献も探せる
× 調べたい分野や内容によってデータベースを選ぶ必要がある



CiNii

 全文が読める論文あり

 引用文献情報あり

 アクセス数制限なし

 学外からアクセスも可能

学協会誌・大学研究紀要・国立国会図書館の雑誌記事索
引データベースなど、学術論文情報を検索の対象とする
論文データベース・サービス

日本語の雑誌論文を幅広く探すことができる

4.検索実習

CiNii（サイニィ）とは

ここから
アクセス



検索したい語句（論文名、著者名、キーワードなど）を入力

4.検索実習

CiNiiで論文を検索してみよう



検索式による検索
AND検索：検索結果の幅を狭める

両方の言葉が入っているものがヒット

OR検索：検索結果の幅を広げる

少なくともどちらか一方の言葉が入っているものがヒット

NOT検索：検索結果に不要な情報が含まれている場合に、

それを除外できる

他に言い換えられる用語は？
例題：「絶滅危惧種」について書かれている論文を探しなさい。

検索キーワード：「絶滅危惧種」

「絶滅」「レッドデータ」「希少動物」など

4.検索実習

覚えておくと便利な「検索のコツ」

※ 他のキーワードが思いつかない！！

・インターネットで類語を探してみる

・検索結果からヒントを探す



●キーワードや条件を追加すると
「絞込み検索」になります。

●先の検索条件を消して新しい条件を
入力すると「新規検索」になります。

検索結果一覧に含まれる著者名と
刊行物名を列挙します。クリック
すると「著者名」「刊行物名」で
再検索できます。

掲載されている雑誌名、巻号、
ページ数、出版年は詳細まで
見なくてもここで分かります。

4.検索実習

CiNii 検索結果画面



論文タイトル

著者名、著者所属

論文が掲載された刊行物名、
巻、号、ページ

全文、データベースなどへのリンク

抄録

4.検索実習

CiNii 検索結果詳細画面



このように、PDFファイル
などで目的の論文を読む

ことができます！

ただし、このような画面が
表示される場合は読めません。



全分野（科学・技術・医学・社会科学・人文
科学）を収録対象とする、世界最大級の抄
録・引用文献データベース

幅広い分野の英語文献を効率よく
検索・収集できる

Scopus

4.検索実習

Scopus （スコーパス）とは

 引用文献･関連文献情報あり

 アクセス数制限なし



4.検索実習

Scopusへのアクセス

検索したいキーワードを入力



4.検索実習

Scopus 検索結果画面

論文が掲載されている
雑誌名、巻号、ページ、
出版年が分かる

関連文献

被引用件数

その論文を引用してい
る論文の件数

この論文を読めるかどうか
ココから確認



4.検索実習

Scopus 検索結果詳細画面

徳大図書館OPACへのリンク



 朝日新聞の記事を、1８７９年以降から、
その日の朝刊に掲載された記事まで収録

 同社発行の「ＡＥＲＡ」創刊号からの記事
や「週刊朝日」の記事も収録

 全文検索が可能

 同時アクセスは１ユーザ

5.徳大で利用できるその他のデータベース

新聞記事を探すには？

聞蔵Ⅱビジュアル

※利用が終わったら、
必ずログアウト！



 50種類以上の辞書・事典・記事・優良コンテンツ
等を一括検索できるデータベース

 週刊エコノミスト（毎日新聞社）や 東洋文庫
（平凡社）も読める

 企業情報を調べることも可能

 同時アクセスは１ユーザ

5.徳大で利用できるその他のデータベース

辞書の横断検索

JapanKnowledge （ジャパンナレッジ）

※利用が終わったら、
必ずログアウト！



ここを
クリック！

5.徳大で利用できるその他のデータベース

アクセス方法



5.徳大で利用できるその他のデータベース

アクセス方法



 国内の学術機関リポジトリに蓄積された学術
情報（学術雑誌論文、学位論文、研究紀要、
研究報告書等）を横断検索できるサービス

5.徳大で・お家で利用できるその他のデータベース

JAIRO（ジャイロ）
大学等の研究機関が、そこで作成

された学術研究成果を収集・保存し、

無料で公開するもの



 国立国会図書館職員が調べものに有用であると判
断した図書館資料、ウェブサイト、各種データ
ベース、関係機関情報を、特定のテーマ、資料群
別に紹介

5.徳大で・お家で利用できるその他のデータベース

国立国会図書館の便利サービス

国立国会図書館リサーチナビ

 国立国会図書館で収集・保存しているデジタル資
料を検索・閲覧できるサービス

 以下の博士論文も収録
 1991～2000年度に国立国会図書館へ納本された博士論文

 2013年度以降に学位授与され、国立国会図書館が電子形態で収集

した博士論文

※ 許諾を得たものについてはインターネット上で公開

国立国会図書館デジタルコレクション



5.徳大で・お家で利用できるその他のデータベース



持っている教科書、参考書、文献の

参考文献リストから探す方法
芋づる式

6.参考文献リストからの検索

文献の探し方

利点・欠点

テーマに沿った内容の
文献が探せる

その文献より古い文献
しか探せない

○

×



吉野勝美，『導電性高分子のはなし』，日刊工業新聞社， 2001

著者名 書 名 出版社 出版年

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

図書の場合

雑誌の場合

6.参考文献リストからの検索

参考文献リストの見方

実際に文献を読む
には、これらの情報
が大切！！



図書と雑誌の見分け方は？

 出版社が記載されている

 ページ数が記載されていないことが多い

 巻号表示が記載されている

 出版社は記載されていないことが多い

雑誌の場合

図書の場合

6.参考文献リストからの検索

参考文献の見分け方



古い情報
図書

6.参考文献リストからの検索

必要な文献は上手に探そう

 文献が見つからない！
→検索語や組み合わせを変えてみよう

探し方自体を変えてみよう

※ その論文の参考文献・関連文献を見てみる
※ その論文に記載されたキーワードや雑誌名で検索

 文献が多すぎて、選べない！
→絞り込み検索を行おう

論文名や抄録を見て、自分のテーマに合うもの
を探してみよう

最新情報
新聞記事検索

文献検索
データベース

参考文献リスト



目的の文献が
図書館

(徳島大学内)
にあるか

どのような
文献が

あるか調べる

図書館または所蔵
教室で利用

電子ジャーナルを
利用

他大学図書館から文献
を取り寄せる（雑誌
論文の場合はコピー
の取り寄せ）

他の図書館を利用する
図書館へ「学生用図書

購入希望」の申込み
をする

自分で購入する

No

Yes

OPAC検索
電子ジャーナルの検索

OPAC（学内蔵書検索）

データベース

本や論文の参考文献

7. OPAC/電子ジャーナル検索

文献入手までの流れ



7. OPAC/電子ジャーナル検索

目的の文献は徳大で読めるのか？

徳大で読めるかどうかは

OPAC検索
電子ジャーナル検索 で確認



≪注意！≫
OPACを検索するときは

必ず雑誌名で検索！

※巻号や出版年は入力しません

この文献を
探してみましょう

7. OPAC/電子ジャーナル検索

探している文献は徳大図書館にあるの？



論文のタイトルで検索していませんか？

論文の著者名で検索していませんか？

巻号や出版年を入力していませんか？

論文タイトル、論文著者名では検索できません

必ず「雑誌名」から検索！

OPACにタイトルを入れたけどヒットしない！

7. OPAC/電子ジャーナル検索

OPAC検索のコツ



論文が掲載されている５０巻１号がある

さっきの論文が読める！ということがわかります

7. OPAC/電子ジャーナル検索

ＯＰＡＣ検索の結果は？



7. OPAC/電子ジャーナル検索

ＯＰＡＣ検索の結果は？



参考文献やデータベースで調べた文献が
OPACで見つからなくてもあきらめないで！

電子ジャーナルで読めるかもしれません

これまで紙に印刷して発行されてきた学術雑誌を
電子化し、パソコンで閲覧できるようにしたもの電子ジャーナル

ここを
クリック！

7. OPAC/電子ジャーナル検索

電子ジャーナルも見てみよう！



雑誌名の下のリンク先をクリックすると
電子ジャーナルにアクセスできます

契約の関係上、読めないものもありますのでご注意を！

雑誌タイトルが
分かっている場合は、

ここに入力

7. OPAC/電子ジャーナル検索

電子ジャーナルタイトルリストの見方



目的の文献が
図書館

(徳島大学内)
にあるか

どのような
文献が

あるか調べる

図書館または所蔵
教室で利用

電子ジャーナルを
利用

他大学図書館から文献
を取り寄せる（雑誌
論文の場合はコピー
の取り寄せ）

他の図書館を利用する
図書館へ「学生用図書

購入希望」の申込み
をする

自分で購入する

No

Yes

OPAC検索
電子ジャーナルの検索

OPAC（学内蔵書検索）

データベース

本や論文の参考文献

8.図書館に資料がない場合

学内に所蔵が無い場合の文献の入手



他の図書館を利用する
●図書館カウンターにお尋ねください
●公共図書館を利用される場合は、
直接先方にお申し込みください

 次の４つの方法で文献を手にいれることが

できます！

他大学図書館から文献の
コピーを取り寄せる
●ホームページから申し込みできます
●図書館カウンターの文献申込書で
申し込みできます

他大学図書館から図書を
借りる
●ホームページから申し込みできます
●図書館カウンターの文献申込書で
申し込みできます

「学生用図書購入希望」を申し
込み、図書館で購入してもらう
●ホームページから申し込みできます
●図書館カウンターの申込書で申し
込みできます

8.図書館に資料がない場合

学内に所蔵が無い場合の文献の入手方法



他大学図書館から文献のコピーを取り寄せる
※料金 １枚４０円前後+送料

他大学図書館から図書を借りる
※料金 往復の送料負担（ゆうメール+簡易書留料金）

8.図書館に資料がない場合

他大学図書館からの文献取寄せ



「学生用図書購入希望」を申し込み、
図書館で購入してもらう
※料金負担なし（入手までに時間がかかる）
※図書のみ（雑誌は不可）

8.図書館に資料がない場合

「学生用図書購入希望」



図書の購入リクエスト

他大学からの文献取寄せ



データベース検索結果に出てくるボタンを
利用すると便利！

9.おすすめ便利機能

便利なボタンを有効活用

OPAC検索結果への

リンクボタン

情報の入手方法を示した

徳大図書館のページ



＜電子ジャーナルがある場合＞ ＜電子ジャーナルがない場合＞

電子ジャーナルがあるかどうかすぐ確認できる！



文献取り寄せフォームの入力も簡単！

ここを
クリック！

論文のタイトルや著者名など
書誌情報が自動で挿入される！



学外からも電子ジャーナル、データベースが
利用できる！

この認証機能を利用すると一つのID・パスワードで以下のサービスを
学外からも利用することが出来ます。
また、一度認証すると他のサービスでの
再ログインは不要です。

・CiNii Articles
・Scopus
・Science Direct
・SpringerLink
・Wiley Online Library 
・Nature

学術認証フェデレーション(GakuNin) 

9.おすすめ便利機能

学外からも使えるようにするには

申請はここから →



 データベース等で検索した文献情報を、
ウェブ上に保存・蓄積し、管理できる

 インターネットアクセスのあるところなら
どこでも利用可能

 論文の引用文献リストを簡単に作成可能

 無料版もあり（Mendeley 、EndNote basicなど）

9.おすすめ便利機能

文献管理ツール



 卒業論文を作成するために必要な本の貸出期間を通
常の１４日間から３０日間に延長するサービス

 ４年生になると申込み可能

 教員・院生向けサービス

 西書庫の図書に限り、２０冊３０日間の貸出が可能

 書庫貸出は自動貸出装置では出来ないため、カウン
ターでの貸出手続きが必要

卒業研究貸出

10. 図書館の便利なサービス

知って得する便利なサービス

書庫貸出



徳島県内図書館横断検索

10. 図書館の便利なサービス

近隣図書館の所蔵検索

徳島県内の図書館を一度に

検索可能！

徳大図書館の本が貸出中で

利用できないとき、同じ本が

市立図書館や近隣の図書館に

あるかもしれません



10. 図書館の便利なサービス

図書館ホームページの便利機能

マイライブラリ

あなた専⽤の図書館のページです

様々なオンラインサービスが利用できます

＜できること＞

 現在借りている図書の冊数、返却期限の確認

 貸出期間の延長（予約者がいない場合に1回だけ）

 自分の貸出履歴の閲覧

 徳大図書館にない図書の購入リクエスト

 他大学からの論文コピーや図書の取り寄せの申込み

 OPAC検索でブックマークした資料のマイフォルダ

登録・管理



10. 図書館の便利なサービス

マイライブラリへのログイン

[ログイン手順] 

ユーザIDとパスワードを入力
（ユーザIDは、学籍番号の最後の1桁を除いて、

頭にcをつけたもの）
例）学籍番号 1234567890 → c123456789 

学内のパソコンからアクセス 家のパソコンやスマホからアクセス



予約している図書の情報

図書館からのお知らせ

借りている図書の情報 貸出期間の延長はココから！
※延長は一度だけ
※予約が入っている場合は延長不可

OPACの検索結果でブックマークした
資料の登録・管理

貸出履歴

図書の購入リクエスト

10. 図書館の便利なサービス

マイライブラリ アクセス画面

他大学からの文献取寄せ


