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はじめに

　大学での学習や研究に必要な情報を収集するには、大学図書館の利用が欠かせません。
　大学図書館は、図書や雑誌、データベースなどの資料や学術情報を収集・整理し、
それを利用者のみなさんに提供する使命を持っています。また、単に提供するだけで
なく、みなさんが効率よく求める資料や学術情報を探すことができるよう、検索ツー
ルを整備したり、講習会を開催したりして、みなさんと図書館資料を結びつけるため
のサポートをする役割も担っています。
　このガイドでは、レポートや論文作成の際に必要となる基礎知識や、大学図書館で
利用できる図書・資料、データベースの使い方など、学術情報の探し方について紹介
しています。みなさんの学習にぜひ活用してください。

　なお、本ガイドの作成にあたり、東北大学附属図書館『「レポート力」アップの
ための情報探索入門 2014』を同館の許可のもとに一部利用させていただきました。
ご協力いただき、深く感謝いたします。

2023 年 4 月
関西学院大学図書館
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～ テーマに関する基礎知識を手に入れよう ～

■本章の目的

１．レポートと情報探索

　良いレポートを作成するためには、事前の準備が大切です。この章では、レポートの
作成手順と、その手順における情報探索の必要性、テーマ設定に向けて基礎知識や用語の
調べ方を学びます。また、資料の探し方や体系、検索の仕方をマスターしましょう。

1.1 レポートとは？
　まずはレポートの定義と目的を確認しましょう。レポートの作成にあたっては、そも
そもレポートとは何か？何のために作成するのか？を常に意識することが重要です。

1.2 レポートの構成
　レポートの基本的な構成は以下の通りです。レポートの読み手を意識し、読み手を
納得させるために、参考文献リストは必ず記載しましょう。参考文献リストがないと、
レポートの信頼性や説得力は大きく損なわれてしまいます。注意してください。

1.3 レポートの作成手順
　レポートの主な作成手順は以下の通りです。いきなり執筆はせず、テーマを吟味し、
資料を読み込んで十分に考察しましょう。良いレポートを作成するためには、テーマ
設定やその回答の根拠となる資料の収集の際に、丁寧な情報探索を行うことが重要です。

1.４ 良いレポートとは？
　良いレポートの条件は、大きく分けて以下の２つです。読み手を意識することが、
重要なポイントになります。

　読み手に読んでもらい、あなたの主張が読み手に確実に伝わってこそ、良いレポート
といえます。そのために必要な知識の習得、読み手への配慮、明確な根拠の収集、ルール
の遵守は、怠らないようにしてください。

　なお、この手順は、一方通行ではありません。随時試行錯誤を繰り返し、各段階を
行き来することで、レポートの質を高めることができます。レポートは「学術文書」

興味を惹き、わかりやすい！

「読み手の理解のため」
明確な回答と根拠が必要！

多くの読者が関心を持ってくれる学術的・社会的問題について、資料を収集し、
事実に基づいて回答を掲示するもの

×  感想や想いを綴るもの
×  お役立ち情報
×  自分が満足するため

タイトル
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・
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の
収
集
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資
料
の
整
理
（
分
析
・
考
察
な
ど
）

扱う問題・着眼点

わからないことは伝えられない用語や事柄の正しい理解

読んでもらえなければ伝わらない読みやすい文章・魅力的な表現

説得力がある！

信頼性の高い情報の収集・分析・考察客観的根拠に基づく論理的主張

レポート執筆の基本的なルール事実と自分の意見の明確な整理

扱う問題・問題意識・着眼点

論理展開（文献に書かれた事実＋自分の見解）

結論

参考にした資料の情報（※必須）
「読み手を納得させるため」に回答の根拠となる文献
（本、論文、新聞、ウェブサイト…）を記載する

序　　論

本　　論

結　　論

参考文献リスト

第1章 レポート作成その前に
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2． 基礎知識と用語の調べ方

2.1 事前調査の手順
　何かを調べるときには、様々な手段・調べる道具（ツール）があります。

　以下は、代表的なツールの特徴をまとめた表です。どれか 1 つが優れているわけで
はなく、それぞれに長所･短所がありますので、特徴を良く理解し、状況に応じて使
い分ける必要があります。

　レポートを作成するにあたっては、最初に自分の基礎知識を信頼性の高い学術的な
情報で補強する必要があります。まずは辞典・事典を使いましょう。

2.2 辞典・事典の特徴
　辞典・事典を使いこなすために、その特徴について理解しましょう。ここでは以下
の 3 つの観点から解説していきます。

　なお、「辞典」も「事典」も同じく「じてん」と読みますが、実は意味は異なります。
純粋な言葉の意味を調べたいのか、事柄の背景や現状を調べたいのかなど、目的によっ
て使用する「じてん」は異なりますので、注意してみてください。

　わからないことやあやふやなことは、読み手に伝えることができません。すでに知っ
ていることも、誤解や思い込みという可能性もあります。読み手に正確な情報を伝える
ために、まずは興味のある辞典・事典を「読み込ん」で、揺るぎない基礎を築きましょう。

（1）豊富な内容・高い専門性
　以下は、主な辞典・事典を表にまとめたものです。ありとあらゆる分野について幅
広い知識を集約した「百科事典」や、人名や地名、あるいは特定の分野に特化し高い
専門性を有する「人名事典」「地名事典」「専門事典」のように様々な種類があり、イ
ンターネットでは探すことができない情報も数多く収録しています。

まずは辞典・事典から！

他の辞典・事典 図書などインターネット検索エンジン（Google,Yahoo!）

● 辞典・事典　　● 雑誌　　● 図書　　● 新聞

● 統計資料　　　● 知っていそうな人に聞く

● インターネット検索エンジン（Google,Yahoo!）

● データベース

● 専門家が包括的かつ簡潔に解説

● 信頼性が高く、関連情報も多い

● 体系的に固定され、広く流通している

系統的に収集・整理された情報を管理・提供するシステム

ツール 辞典・事典
（冊子体）

信頼性

更新頻度

分野

過去の参照

利便性

百科事典

人名事典

地名事典

専門事典

種　類 例

高い

低い

学術的

可能

購入／図書館蔵書

『日本国語大辞典』

『ランダムハウス英和大辞典』

『プログレッシブ和英中辞典』…

『日本大百科全書』『ブリタニカ国際大百科事典』
『世界大百科事典』『The Encyclopedia Americana』　など

『図説明治人物事典』『日本の創業者：近現代起業家人名事典』
『世界スポーツ人名事典』『近代文学者辞典』『聖書人名事典』　など

『世界地名大事典』『京都地名語源辞典』『精選中国地名辞典』
『日本全国　発祥の地事典』『全国地名駅名よみかた辞典』　など

『聖書神学事典』『現代社会学事典』『最新文学賞事典』
『相撲大事典』『ミュージカル映画事典』『看護・医学事典』　など

『日本大百科全書』

『Encyclopedia of Japan』

『現代用語の基礎知識』…様々

様々

様々

不可

無料

様々

様々

様々

一部可能

無料

高い

定期的

学術的

不可

有料（学内は無料）

データベース
百科事典

ウィキペディア インターネット
特徴

基本を確立し、新たな知識で視野を広げ、
思い込みを修正した上で、他の情報源にあたる！

① 豊富な内容・
　 高い専門性

③ 情報の蓄積② 情報への
　 多角的なリンク

辞典・事典の特徴

辞典：言葉の意味を解説 事典：事柄や事物を解説
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2.３ データベース百科事典の特徴
　これまで冊子体の辞典・事典の特徴を見てきましたが、データベースで利用できる
百科事典もいくつかあります。冊子体との主な違いは以下の通りですが、やはり良い
点・悪い点がありますので、特徴を理解した上で使い分けることが大切です。

　インターネットで無料で利用できる百科事典というと『ウィキペディア』を思い浮かべる
人も多いのではないでしょうか。ここでは、データベース百科事典の 1 つである
『JapanKnowledge Lib（ジャパンナレッジリブ）』の使い方を解説しますが、まずは『ウィ
キペディア』との違いについて以下の 3つの観点からそれぞれの特徴を見ていきましょう。

　一方『ウィキペディア』では、執筆者の氏名は必ずしも明記されているわけではなく、
誰が作成したのか一般的に明らかになっていないものがほとんどです。また、作成さ
れた記事も固定されず、後から誰でも自由に編集が可能となっています。これにより
『ウィキペディア』の記事には、非公式な情報が掲載されていたり、複数の観点が入
り乱れていたりという特徴があり、興味深い情報が得られる可能性がある一方、
『JapanKnowledge Lib』の『日本大百科全書』に比べると、情報の質と信頼性と
いう意味においては、十分な注意が必要になってきます。

　以下は『世界大百科事典』の索引の例です。索引によって複数の事柄が結びついて
いることがわかります。索引を効果的に使うことで見出しだけでは知り得なかった
キーワードの発見や、複数の観点を知ることにより事柄の多角的な理解が可能となり
ますので、ぜひ手にとって知識を深めてみましょう。

（2）情報への多角的なリンク
　百科事典には、収録されている字句や事項をまとめて配列した「索引」があり、この「索
引」を使うことでその非常に幅広い収録内容をより効率的に活用することができます。

（1）作成者の明示 
　『JapanKnowledge Lib』に収録されている『日本大百科全書』では、それぞれの
記事についてその分野の専門家が執筆を行い、その氏名が明記されています。これに
より一定の情報の質が保証され、責任の所在も明確になっています。

　こうした古いものと新しいものの比較は、書店ではできない図書館での情報探索の
特徴でもあります。ぜひ足を運び、見比べてみましょう。

（3）情報の蓄積
　以下は国語辞典である『広辞苑』で「スポーツ」と「ダイエット」という言葉を参
照した例です。「スポーツ」には変化がない一方、「ダイエット」については大きな変
遷が見られます。辞典・事典は一度発行されると、冊子体であるが故にその情報がそ
のまま固定され蓄積されます。したがって、発行年の違うものを比較することで、純
粋な言葉の意味だけでなく時代背景の手がかりを得ることができます。

冊子体との違い

● 複数の辞典・事典を一括検索

● 全文検索機能や多彩なリンク機能

● 最新情報も掲載されやすい

索引とは、百科事典の中の字句や事項をまとめて配列し、
掲載ページを容易に探し出すためのもの。

① 作成者の明示 ③ 情報源の明示② 更新頻度

ウィキペディアとの違い

JapanKnowledge Lib（例：『日本大百科全書』）

スポーツ ダイエット

百科事典 ＝ 本誌（数十冊）+ 索引（数冊）

4-460 右 ,1-438 左（アマチュアリズム）,4-409 表 ,15-158

中（スポーツ）,256 右（聖火リレー）,22-554 左（裸）

…についての細部にわたる指定が行われ、その内容は現在に至るも

少しも変更されていない。

［梶　龍雄］

オリンピック 『世界大百科事典』

アマチュアリズム
…アマチュアは趣味としてスポーツを行い、それによって
生計を営んだり賞金を得るなど、経済的な利益を追求して
はならない…1894 年創立の IOC（国際オリンピック委員
会）は、イギリスのアマチュアリズムをそのまま継承し…

『広辞苑』第 1版（1955 年発行）
陸上競技・野球・テニス・水泳・ボー
トレースなどから登山・狩猟などにい
たるまで、遊戯・競争・肉体的鍛錬の
要素を含む身体運動の総称。

第 7版（2018 年発行）
（同上）

『広辞苑』第1版（1955年発行）（記載なし）

第 3版（1983 年発行）（記載なし）

第 4版（1991 年発行）
体調維持のための食事制限。規定食。

第 5版（1998 年発行）
（規定食の意）美容・健康保持のために食事
の量・種類を制限すること。

裸
…オリンピュアの観
衆は競われる技と併
せて出場する若者の
裸体を楽しんだ…

誰が書いたのかがわかる
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　右は、『JapanKnowledge Lib』に収録されている
辞典・事典類の一例です。これらを一度の検索で横断的
に検索できます。

（2）更新頻度
　『JapanKnowledge Lib』に収録されている辞典・事典は、定期的に記事が更新
され、ある程度新しい情報も随時盛り込まれていきます。

（4）『JapanKnowledge Lib』の使い方
　『JapanKnowledge Lib』へのアクセスは、学内ネットワークに接続したパソコンから
関西学院大学図書館Webサイト（以下、図書館Webサイト）右側にある「データベース一覧」
に進んで、選択します。

　一方『ウィキペディア』は、情報源の明示についてはあえて曖昧な立場を表明して
おり、出所が不明瞭な情報も掲載されています。その情報は、情報探索の 1 つの手が
かりとしては有用であっても、レポートを作成する上では、読み手に正確な情報を伝
えるために必ず他の情報源での確認が必要になります。

　一方『ウィキペディア』は、スポーツイベントの結果や発生直後の事件など、数時間
あるいは数分単位で頻繁に更新される場合もあれば、作成後数年間更新がない記事も珍
しくありません。情報の鮮度は項目ごとに異なりますので、注意を払う必要があります。

（3）情報源の明示
　『JapanKnowledge Lib』に収録されている『日本大百科全書』では、執筆者が
記事作成の参考にした文献情報が明示されており、関連する情報の収集や内容の再確
認などを容易に行うことができます。

JapanKnowledge Lib（例：『日本大百科全書』）

ウィキペディア

JapanKnowledge Lib（例：『日本大百科全書』）

底本がある
参考文献の記載がある

※底本：もととなる本

定期的
（月 1回）

「価値のある正確な情報がないわけではありませんが、その正確性については一切保証できません。」

情報源の明記を呼びかけている。
「信頼できる公刊された情報源を使うべき」

「ウィキペディアの方針とガイドラインに反しないものである
ならば、不完全な記事を投稿することも歓迎されるべきです。」

「辞書・事典を利用する」
欄のデータベース名を

クリック
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　キーワードを入力して検索を行い、結果の一覧から見出しをクリックすると、詳細
な内容を確認できます。詳細画面では、関連項目や文献情報も利用可能です。

　なお、『JapanKnowledge Lib』では、複数の辞典・事典を収録しているため、表記の
ゆれが存在します。思うような結果が得られない場合は、キーワードを再確認しましょう。

見出し検索で見つからないときは、全文検索をしてみましょう。

　検索結果の右側上部に「Knowledge Searcher」というボタンがあります。この
ボタンを押しておくと、本文中にわからない言葉がある場合、その部分をドラッグして
選択すると、その言葉で自動的に検索が行われ、その結果が表示されます。わからな
い言葉が出てきた際は、この機能を使ってその都度意味を確認するようにしましょう。

（1）インターネット情報の性質を知る
　インターネットの情報は、流動性が高いために失われやすく、利便性が高いために
安易な判断が下されやすい性質があります。

表記のゆれ

『JapanKnowledge Lib』の便利な機能

《流動性》
多種多様な情報が次々と更新される

《不確実性》
不安定な情報基盤、不正な発信・改変

検索文字列
を減らす

思いつく限り
入力してみる

検索結果から
手がかりを見つける

例：World Cup　ワールドカップ　W杯
例：Liverpool　リバプール　リヴァプール

2.４ インターネット検索エンジンの特徴
　インターネットは、何かを調べるツールとしては有用ですが、レポートを作成するに
あたっては注意すべき特徴がありますので、以下の 3つの観点から見ていきましょう。

　この図にあるように、インターネット情報は不安定ですべてを網羅しているわけでは
ないことを理解したうえで、能動的に情報収集に関わる姿勢が必要になってきます。

いつも「ある」とは限らない
⇒【保存や記録】

《利便性》
いつ・どこでも膨大な情報へアクセス

《可能性の排除》
検索上位の情報以外は目に入りにくい

「ないものはない」とは限らない
⇒【再調査】

関連するデータや
項目、参考にした
図書などの文献情
報も確認すること
ができます。

詳細画面の右横にある
「Knowledge Searcher」
というボタンをクリックす
るとピンク色に変わります。

次に、本文中にわから
ない言葉があれば、そ
の言葉をドラッグして
選択するだけで、その
検索結果が別ウインド
ウで表示されます。こ
れは、「野見宿禰」と
いう言葉をドラッグし
たときの結果です。
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（2）検索エンジンの使い方を知る
　何気なく使っている Google などの検索エンジンですが、検索結果はコンピュータに
プログラムされた処理手順によって選ばれています。つまり、「一般的な」検索要求に
最適な結果を表示するように工夫されているため、必ずしも「正しい順」や「信頼性の
高い順」ではありません。そのような検索結果を見て、学術的に信頼がおける情報を探
し出す必要があるのです。そのことを「意識」した上で、情報探索を行いましょう。

（3）情報を見極める目を養う
　インターネットには、言語や国境の壁を越えて多種多様な情報が混在しており、その真
偽を見極めるために、様々な角度から情報を吟味する必要があります。残念ながら確実な
方法はありませんが、質の高い情報に数多くふれるなどして、自らの力を養いましょう。

企業・商業

ネット関連

組織・法人

教育機関

政府機関

用　途 種類 登録対象

世界中の誰でも登録可能。
日本で登記された外国会社を含む会社、信用金庫、信用組合。

匿名ではないか？なりすましの可能性はないか？
責任の所在がどこにあるか？
発信の目的は何か？宣伝や扇動ではないか？

世界中の誰でも登録可能。
日本でネットワークサービスを提供してる企業及び個人。

非営利組織用。世界中の誰でも登録可能。
財団法人、社団法人、公的な国際機関の日本支部など。

アメリカ教育省公認の認定機関から認可された教育機関のみ。
幼稚園、小学校、中学校、高等学校など。
国立大学法人、私立大学、高等専門学校、大学共同利用機関法人など。

アメリカの連邦政府機関や関連組織のみ。
日本の政府機関、省庁所轄研究所、独立行政法人、特殊法人のみ。

.com

.co.jp

.net

.ne.jp

.org

.or.jp

.edu

.ed.jp

.ac.jp

.gov

.go.jp

　情報の信頼性を判断する1つの基準として、以下のようなドメイン名から判断する
方法があります。これも確実ではありませんが、覚えておくとよいでしょう。

　信頼できる機関等によって作成されたリンク集を活用するのも、1つの手段です。
安易に信用するのは危険な場合もありますが、効率的に情報探索を行うことができま
すので、活用してみましょう。

誰が？

古い情報ではないか？
更新情報は正確か？
情報は固定されているか？変動するのか？

いつ？

情報源は明示されているか？
個人の思いつきや感想ではないか？
他に複数の情報源で確認できる内容か？

情報源は？

『Google』でのドメイン制約検索
例：「サッカー site:go.jp」→日本の政府機関に限定

3．テーマの設定と具体化

３.1 スタートの準備
　レポートを作成するにあたって、まずは「良い」レポートを書くことを明確に意識
しましょう。そのために読み手の存在を意識し、読み手の理解や満足のために丁寧な
情報探索を行い、その結果を参考文献リストに明示しましょう。

３.２ 効率的な情報探索
　次の章から図書や雑誌論文など、さらに具体的な情報探索の方法について解説していき
ますが、効率的に情報探索を行うために、「大から小へ」という基本を押さえておきましょ
う。基本的な知識が不足していると、的を射た精度の高い情報になかなかたどり着くこと
ができません。まずは、基本的な情報を丁寧に収集し、基盤を固めることが重要です。

　読み手の理解や満足につながる丁寧な情報探索を行うために、まずは自らの基礎知識を
固めましょう。辞典・事典、データベース版百科事典、インターネット検索エンジンなど、
事柄を調べるツールはたくさんありますので、それぞれの特徴を理解し、適切に使い分け
ましょう。

「良い」レポートにするために

● 読者を意識したレポート作成と情報探索
● 信頼性のある情報の収集と明示

事柄を調べるために

● ツールの特徴の正しい理解
● 必要に応じた使い分け

基本的な情報
大まかな情報

概説、解説や一般論
用語の定義や意味

専門的な情報
細やかな情報

最新の研究動向
元となったデータ

統計情報
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３.３ テーマ設定の仕方
　ここまで「事前調査」のための情報源の特徴について学びました。事前調査の段階
では対象が広くてもよいのですが、このままでは何を書けばいいのかわかりません。
論点のはっきりしたレポートを書くために、テーマを設定します。テーマを設定する
ことで、「どのような問題に取り組むのか、なにを目的とするのか、なにを対象とす
るのか、どんな手法で行うのか」といった事を明確にしていきます。
　テーマを設定する前に、テーマの条件をおさらいしましょう。

　例として、「スポーツ界における問題について論ぜよ」という課題が出された場合
のテーマ設定の流れを見てみましょう。

　キーワードを絞り込んでいくことで、対象が具体的になっていき、テーマの形が見
えてきます。実際には、資料にあたり読み込みを行いながらテーマ設定を行っていき
ます。そうすると、レポート作成に必要となる知識や技術の見当もついてきます。
　また、テーマ設定の際に重要なのは、絞り込んでいくだけでなく、再度範囲を広げ
てみたり、違った角度からテーマを狭めてみたりするといった見直しを行う事です。
試行錯誤を経ることで、資料も自然と集まり、後の作業もスムーズに進むようになり
ます。様々なツールを使って、参考になる情報を探してください。

①　一口にスポーツといっても、上記の図のように、様々な切り口があった。オリン
ピックに興味があるので、「オリンピック」を取り上げることにした。

②　用語の確認も兼ねて、『JapanKnowledge Lib』で「オリンピック」を検索し
たところ、たくさんの視点があることがわかり、「オリンピックの社会的な影響」
に決めたが、もう少し絞り込みを行いたい。対象範囲を限定することにし、テー
マを「オリンピック開催の経済効果」とした。

③　「オリンピック」や「経済効果」といった言葉が、様々な意味を含んでいるため、
この段階ではレポートが対象にする問題が伝わらない。「オリンピック開催の経
済効果」の具体例として、「観光」を取り上げた（キーワードの定義決め）。さらに、
「観光」の中でもどの点にスポットをあてるかを考えた（範囲の限定）。

　上記を踏まえて、どのような問題に設定するのか、あるいはどのような「切り口」
にするのかを考えてみましょう。以下はテーマ設定の流れの一例です。

① キーワードの洗い出し
大まかなキーワードをいくつか挙げる。（レポートによっては、キーワードが提示
されている場合もあります。）

② 情報・文献収集
最初のキーワードを元に文献資料や先行研究などの情報を集め、キーワードの絞
り込みを行う。

③ 定義・範囲限定
ある程度キーワードが絞り込めてきたら、キーワードの定義を決め、さらにその
中で範囲を限定する。

1. 学術的問題である

2. あなたが興味・関心のある問題である

3. 部分的にせよ解答できる問題である

キーワードの洗い出し

文献資料
先行研究
類似キーワード

文献収集

キーワードの選択

Tool
絞り込み
定義・限定

範囲拡大
視点を変更

【テーマ設定の例】

掲示課題：スポーツ界における問題について論ぜよ

テーマ①：オリンピックの社会的影響

テーマ②：オリンピック開催の経済効果

スポーツ

具体化

具体化

オリンピック

経済への影響

歴史　人種　ルール　競技　種目　余暇活動　教育
国際情勢　オリンピック　ドーピング　障がい者　他

開催地誘致　インフラ整備　選手育成
政治　放映権　費用　ドーピング　移動
観光　宿泊施設　ボランティア　他

インフラ投資　雇用拡大
労働力需要　景気への刺激
観光活性化　交通網整備
スポーツ熱　広告　放送　他

キーワードを定義する

経済効果の具体例「観光」

範囲を限定する

訪日客増加　ホテル需要
民泊　爆買い　観光地
多言語ガイド　他
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４.2 キーワードの選択に有効なツール
　テーマを絞ろうとすると、なかなか参考となる資料が見つからない場合があります。
その場合は類義語や関連語にキーワードを置き換えていきますが、自分で類義語が探
せない場合は、以下のツールを使ってみましょう。もちろん、キーワード選びだけで
なく資料を探すときにも有効なツールです。

■ 同義語・類義語・関連語　
　形は異なっていますが、意味は同じ用語のことを同義語、意味がよく似ている
ものを類義語、関連性が強いものを関連語といいます。あるテーマについて網羅
的な検索を行いたいときに使用します。

（１）新書マップ　（http://shinshomap.info/）
　新書マップは、連想検索によってテーマごとに関連する新書をリストアップし
てくれるサービスです。使い方もわかりやすく、視覚的に表現されているので、テー
マ設定の最初の一歩として、おすすめのツールです。
　たとえば「スポーツ界における問題について」等、知りたい事柄をそのまま入
力して検索すると、「スポーツルール」「エンタテインメントビジネス」など、関
連するキーワードを提案してくれます。それぞれの語句を選択すれば、関連書籍
のリストが表示されます。各図書の詳細面を開けば、出版社のウェブサイトや、
『Webcat Plus』へアクセスすることもできます。
　テーマの設定・具体化の項目で述べた同義語・類義語・上位語・下位語をうま
く見つけられない時にも参考にするとよいでしょう。検索対象は新書・選書に限
られますが、これらの資料は比較的読みやすく、入門的な内容を知ることができ
るので、テーマ設定の際に読む資料にも適しています。

（２）国立国会図書館サーチ（NDLサーチ）　(https://iss.ndl.go.jp/)
　図書だけでなく、雑誌記事、レファレンス事例なども一括して検索できます。
検索した言葉に関連する語が表示されるので、資料を探す時はもちろんのこと、
関連語がうまく見つけられない時にも参照してみましょう。
　新書マップとは違い、あいまいな言葉では検索できません。ある程度大きな概
念で検索してから、関連語などを参考に絞り込んでいくとよいでしょう。

スポーツ

スポーツ医学

４．キーワードの選択

４.1 キーワードの確認
　キーワードの洗い出しの際は、興味のある事柄や、提示された課題に関する言葉を使
う事になりますが、うまく情報が探し出せない場合は、キーワードの選び方を工夫する
必要があります。まずはキーワードに関する、以下の3種類の用語を探してみましょう。

「運動」「体育」「競技」など「スポーツ」

■ 複合語　
　2つ以上の用語が組み合わさって1つの用語になっているものを複合語といい
ます。複合語で検索すると、特定のテーマに絞り込むことができますが、必要に
応じて複数の用語に切り分けて検索もれを防ぐ必要があります

■ 上位語・下位語　
用語には、概念のより広いものとより狭いものがあり、より広いものを上位語、より
狭いものを下位語といいます。広いテーマで幅広い検索を行いたいときは上位語、特
定のテーマに絞り込んだ検索を行いたいときは下位語を使って検索すると、適切な検
索結果が得られます。

「スポーツ」と「心理学」にわける

「スポーツ」「心理」にわける

「スポーツ心理学」

マッサージ

テーピング

スポーツ文化

国　技

オリンピック

球　技

野　球

バレー
資料種別、出版年、分野
等で絞り込みが可能

関連語・連想語を表示
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　本学の図書・資料は「デューイ十進分類法」によって、主題別に分類されて、請求
記号順に配架しています。まずは館内案内図で自分が関心を持ったテーマの本がどの
あたりにあるか確認しましょう。各階の書架には、その分類番号が表示されているので、
探したいジャンルの番号がわかれば、関連する本をまとめて見つけることができます。

（１）ブラウジング (Browsing)
ブラウジングとは、「書架を漫然と眺め、気になった本があったら読む行為」を指
します。図書館の資料は分類（学問の分野・テーマ）順に並んでいるので、テー
マに関連する資料が見つけやすいのが特徴です。またデータの検索では見つけら
れなかった、思いがけない本との出会いがあるのもブラウジングの利点です。

（２）参考文献リスト
ブラウジングと併せて利用したいものが「参考文献リスト」です。図書や論文の章末や
最後を見ると、執筆にあたって引用・参考にした資料のリストが載っています。リストを
見るとその図書や論文がどのような論文やその他の資料を参考にして書かれたかを知る
ことができます。同じテーマの更に以前の論文のリストにもなりますので、参考文献の関
係をたどっていくことも、参考文献の探し方として有効です。また、複数の図書や論文で
参照されている論文などがあれば、そのテーマにおいて重要な論文だと言えるでしょう。

５．資料を探す

５.1 資料の種類 
　下調べを終え、実際に資料を探すことになったら、まずは関西学院大学で所蔵されて
いる資料を探しましょう。大学図書館、あるいは大学内で使える資料には様々な種類が
あります。大きく分けて図書、雑誌、視聴覚資料、電子ジャーナル、電子ブック等です。

５.2 直接探す：ブラウジングと参考文献
　文献の探し方には「ブラウジング」、「参考文献リスト」、「ツールでの検索」といっ
た方法があります。今回は主にツールでの検索について説明をしますが、それぞれの
手段の利点を把握しておけば、必要な資料を手に入れやすくなります。

[ 参考文献 ],[ 注 ],[ 参考 ],[reference]…図書・論文・雑誌記事・
ウェブページなど、次の資料への手掛かりがいっぱい！

図　書

雑　誌

刊行形態 内　　容

・単発的に出版 ・体系的でまとまりをもつ
・一連のテーマに関して記述

・同一タイトルで継続的に、
　終期を予定せずに刊行　　　
・巻号がついている

・分量の少ない論文・記事を
　複数収録
・速報的・先端的

ポイント：図書と雑誌の違い

印刷物（冊子体）

図書
（一般書、参考図書）

CD-ROM, DVD

CD-ROM, DVD

雑誌

年鑑・白書（本学では雑誌扱い）

新聞（縮刷版・マイクロフィルム）
※

はOPACで
直接検索可

データベース

視聴覚資料
（録音資料、映像資料）

電子ブック

電子ジャーナル

印刷物（冊子体）資料の種類

参考文献リスト

たどる

たどる

大学図書館の
資料体系

関西学院大学図書分類表
000  総記
010
020
030
040
050
060
070

080
090

書誌学
図書館学
百科事典
一般論文集
遂次刊行物
一般学会・協会
ジャーナリズム・
新聞
叢書・全集
写本・稀覯書

100  哲学
110
120
130
140
150
160
170
180
190

形而上学
形而上学各論
心身論
哲学諸論
心理学
論理学・弁証法
倫理学
古代・中世哲学
近代哲学

200  宗教
210
220
230
240
250
260
270
280
290

自然神学
聖書
教義的神学
信仰・実践
牧会学
教会
キリスト教史
キリスト教諸教派
その他の宗教

300  社会科学
310
320
330
340
350
360
370
380
390

統計
政治
経済
法律
行政
社会保障
教育
商業・経営
風俗・習慣

400  言語
410
420
430

440

450
460
470
480
490

比較言語
英語
ゲルマン諸語
（ドイツ語等）
ロマンス諸語
（フランス語等）
日本語
中国語
ラテン語
古代ギリシャ語
その他諸言語

500  自然科学
510
520
530
540
550
560
570
580
590

数学
天文学
物理学
化学
地学
古生物学（化石学）
生物化学（生物学）
植物学
動物学

600  技術・工学
610
620
630
640
650
660
670
680
690

医学
工学
農業
生活科学
事務用ツール
化学工業
製造工業
機器製作
建築

700  芸術
710
720
730
740
750
760
770
780
790

景観設計・造園
建造物
彫刻
画法
絵画
版画
写真
音楽
レクリエーション・
スポーツ

800  文学
810
820
830

840

850
860
870
880
890

アメリカ文学
イギリス文学
ゲルマン文学
（ドイツ文学等）
ロマンス文学
（フランス文学等）
日本文学
中国文学
ラテン文学
古代ギリシア文学
その他の諸国文学

900  歴史・地理
910
920
930
940
950
960
970
980
990

地理・地誌・紀行
伝記
古代史
ヨーロッパ史
アジア史
アフリカ史
北アメリカ史
南アメリカ史
太平洋諸島史
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　本学の図書・資料は「デューイ十進分類法」によって、主題別に分類されて、請求
記号順に配架しています。まずは館内案内図で自分が関心を持ったテーマの本がどの
あたりにあるか確認しましょう。各階の書架には、その分類番号が表示されているので、
探したいジャンルの番号がわかれば、関連する本をまとめて見つけることができます。

（１）ブラウジング (Browsing)
ブラウジングとは、「書架を漫然と眺め、気になった本があったら読む行為」を指
します。図書館の資料は分類（学問の分野・テーマ）順に並んでいるので、テー
マに関連する資料が見つけやすいのが特徴です。またデータの検索では見つけら
れなかった、思いがけない本との出会いがあるのもブラウジングの利点です。

（２）参考文献リスト
ブラウジングと併せて利用したいものが「参考文献リスト」です。図書や論文の章末や
最後を見ると、執筆にあたって引用・参考にした資料のリストが載っています。リストを
見るとその図書や論文がどのような論文やその他の資料を参考にして書かれたかを知る
ことができます。同じテーマの更に以前の論文のリストにもなりますので、参考文献の関
係をたどっていくことも、参考文献の探し方として有効です。また、複数の図書や論文で
参照されている論文などがあれば、そのテーマにおいて重要な論文だと言えるでしょう。

５．資料を探す

５.1 資料の種類 
　下調べを終え、実際に資料を探すことになったら、まずは関西学院大学で所蔵されて
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建造物
彫刻
画法
絵画
版画
写真
音楽
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820
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南アメリカ史
太平洋諸島史
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　逆に、自分が現在書いているレポート、論文にも、参考文献リストを付ける必要が
あります。論文のタイトル、雑誌名、巻号、ページ数、出版年などは、参考したすべ
ての論文や資料についてメモしておいてください。

どんな図書がどこにあるか

どんな雑誌がどこにあるか

どんな雑誌論文・記事があるか

どんな新聞記事があるか

その他の資料や情報は？

データベース
(CiNii Research など )
NDL サーチ（雑誌記事索引）

データベース
新聞社のWebサイト

図書館の OPAC（蔵書目録）
CiNii Books

専門ツール
インターネット検索エンジン

ポイント：参考文献の記述形式

レポートや論文には、引用した文献のリストを書くことになっています。
一般的な形式は次の通りです。

図書　　著者名 . 書名 . 版表示 . 出版地 , 出版年 .
雑誌　　著者名 . 論文タイトル . 雑誌名 . 出版年 , 巻数 , 号数 , ページ .

詳しくは、第６章で取り上げます。

５.3 ツールで探す：ツール選択
　どんな資料でも探せる万能のツールはありません。目的にあったツールを使うため
には、欲しい情報が収録されている資料の種類や内容、分野、年代の範囲などを確認
する必要があります。
　最初は幅広い種類で探すことのできる全般的なツールを選び、その結果をもとに、
次第に専門的なツールを使ってみるとよいでしょう。さらに、複数のツールを使って
情報を補完すると、より信頼のできる結果を得ることができます。

【第 1 章の参考文献】
1）酒井聡樹『これからレポート・卒論を書く若者のために』第 2版 , 共立出版 , 2017.
2）酒井聡樹 . 平成 25 年度東北大学全学教育科目「『レポート力』アップのための情報探索入門」

第 2 ～ 4 週配付資料 . 「レポート作成法①～③」.
3）石坂春秋『レポート・論文・プレゼンスキルズ』くろしお出版 , 2003.

第2章 大学図書館に所蔵している資料を
活用しよう

■本章の目的
　大学図書館で所蔵している資料を検索するために使うツール「OPAC」の使い方に
ついて、紹介します。大学生活において、もっともよく使うデータベースです。使い
こなせるようにしましょう。

１．OPAC を使った資料検索

１.1 OPACとは

１.２ OPACの検索方法
①図書館Webサイト上部の検索窓にキーワードを入力して　   をクリックします。

関西学院大学図書館OPAC
　OPACとは、Online Public Access Catalog の略です。OPACは関西学院大学が所蔵
する資料を検索することができるシステムです。加えて、全国の大学図書館の所蔵状況も調
べることができます。オンラインサービスも合わせて使うことで、より便利に利用できます。
図書館Webサイトのトップページから検索ができます。

　OPAC で資料を検索するには、検索窓にタイトルや著者名を入力します。普段みな
さんが使っているサーチエンジンとは異なった検索の規則があります。この規則を覚え
ると、より効率良く検索ができるようになります。

検索のコツ

■ 基本の探し方

タイトルや著者名を、先頭の文字からすべて入力する。
※１文字でも異なると正確に検索できないので注意！
例）「電気回路を中心とした線形システム論」
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　どんな資料でも探せる万能のツールはありません。目的にあったツールを使うため
には、欲しい情報が収録されている資料の種類や内容、分野、年代の範囲などを確認
する必要があります。
　最初は幅広い種類で探すことのできる全般的なツールを選び、その結果をもとに、
次第に専門的なツールを使ってみるとよいでしょう。さらに、複数のツールを使って
情報を補完すると、より信頼のできる結果を得ることができます。
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第 2 ～ 4 週配付資料 . 「レポート作成法①～③」.
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第2章 大学図書館に所蔵している資料を
活用しよう

■本章の目的
　大学図書館で所蔵している資料を検索するために使うツール「OPAC」の使い方に
ついて、紹介します。大学生活において、もっともよく使うデータベースです。使い
こなせるようにしましょう。
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１.２ OPACの検索方法
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　OPACとは、Online Public Access Catalog の略です。OPACは関西学院大学が所蔵
する資料を検索することができるシステムです。加えて、全国の大学図書館の所蔵状況も調
べることができます。オンラインサービスも合わせて使うことで、より便利に利用できます。
図書館Webサイトのトップページから検索ができます。
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さんが使っているサーチエンジンとは異なった検索の規則があります。この規則を覚え
ると、より効率良く検索ができるようになります。

検索のコツ

■ 基本の探し方

タイトルや著者名を、先頭の文字からすべて入力する。
※１文字でも異なると正確に検索できないので注意！
例）「電気回路を中心とした線形システム論」
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ーOPACの検索結果（図書の場合）ー
検索結果一覧画面

検索結果詳細画面

本を探すときには配架場所と請求記号
の情報が大切。必ず確認して、探しに
行くようにするのじゃ。
配架場所をクリックすると、マップが
出てくるから、参考にするのですよ！

■ ＡＮＤ検索

キーワードとなる単語を区切って入力すると、単語間の AND 検索をします。
※タイトルが不明確な場合などに利用すると便利！
例）「電気　回路　中心　線形」で検索　

■ 完全一致検索

「＃」を先頭につけると完全一致検索をします。
例）「＃経済学原論」
　　→「経済学原論」というタイトルがヒット
　　　「経営経済学原論」というタイトルはヒットしない

■ 検索語の字体、アクセント記号は気にしなくてよい

漢字は旧字体でも新字体でもよい。
例）「西沢」＝「西澤」
アルファベットは大文字・小文字のどちらでもよい。
例）「INFORMATION」＝「information」
ウムラウト、アクサンなどの記号はつけなくてもよい。
例）「Wörterbuch」=「Worterbuch」

■ 論文のタイトル・著者名、雑誌の巻号・年次では検索できない。

「OPAC」は図書のタイトル・著者名や、雑誌のタイトルから検索するツールです。
掲載されている論文のタイトルや著者名では検索できません。
何かについての論文を探す場合は専用のツールを利用します。
また「OPAC」では雑誌の巻号、出版年からも検索できません。
まずタイトルで雑誌を検索し、「所蔵一覧」から探している巻号があるか確認します。

■ 前方一致検索

「＊」を末尾につけると前方一致検索をします。
例）「jour*  app*  phys*」 → 「Journal of applied physics」などがヒット
　　「sociolo*」 → 「sociology」「sociologist」などを含むタイトルがヒット

②検索結果一覧から読みたい資料のタイトルをクリックします。

書名をクリックすると、
詳細が表示されます。

検索結果の並び替え
デフォルトは
出版年の降順

検索結果の絞込み
（資料種別、所蔵館、
著者、出版者、
出版年、件名、言語）

関連資料を
各項目から検索

他の検索
サイトへ

書誌情報
（書名、著者名、
出版者など）

所蔵
情報
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ーOPACの検索結果（図書の場合）ー
検索結果一覧画面
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書名をクリックすると、
詳細が表示されます。

検索結果の並び替え
デフォルトは
出版年の降順

検索結果の絞込み
（資料種別、所蔵館、
著者、出版者、
出版年、件名、言語）

関連資料を
各項目から検索

他の検索
サイトへ

書誌情報
（書名、著者名、
出版者など）

所蔵
情報
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図書の並び方

請求記号順に書架に並べられています。

【OPAC 上の表記】
221：3：2

【背表紙のラベル】

← 分類番号（図書のテーマを表す）

← 受入番号（図書館に登録した順番を表す）

← 巻冊番号（全集やシリーズの巻を表す）

221

3

2

書架では以下のとおり並べられています。

書架の側面サイン 【書架での並び方】

分類番号が
記載されて
います 側面

サイン

ーOPACの検索結果（電子ブックの場合）ー

リンク（IDENT）をクリックすると、
電子ブックのサイトに移動します。
なお、学外から閲覧する場合には、「学
外アクセス機能」を利用する必要が
あります。（第3章5.2 学外でもデー
タベースや電子ジャーナル・電子ブッ
クを使いたい時は？を参照）

検索結果一覧画面

検索結果詳細画面

書名をクリックすると、
詳細が表示されます。

絞り込み検索の資料
種別「電子ブック」
をクリックすれば、
検索結果に電子ブッ
クのみを表示させる
ことができます。
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雑誌検索の注意点

開けると中にバックナンバー

最新から出版後１年ぐらいまでの雑
誌のことです。

雑誌の並び方

カレント（新着）雑誌 製本雑誌

配架場所：カレント雑誌コーナー

並び方：和洋別、
　　　　主題ごとのタイトルのアルファベット順

配架場所：製本雑誌コーナー

並び方：和洋別、タイトルのアルファベット順

雑誌はそのままの状態では、長期保存に
適しません。受け入れ半年から１年後
に合冊して製本を行い、配架します。

雑誌
最新号

雑誌固有の情報

■ どこにあるか

同じ雑誌でも巻号によって、配架場所が異なる場合もあるので、巻号をクリックし、
巻号ごとの「配架場所」を確認する必要があります。

■ 「購読状況」欄に記載がないか

「受入継続中」という記載があれば、最新号も継続購入しているという意味です。

■ 「状態」欄に記載事項がないか
「製本中」「修理中」「配架準備中」なら、一時的に書架にないため利用できません。

■ 巻次･年月次

その雑誌の刊行情報で、いつ刊行が開始され、いつ終了したのかがわかります。この
情報は雑誌そのものの情報であり、図書館で実際に所蔵している巻号とは異なりま
す。実際の所蔵巻号は、所蔵情報で確認します。

■ 変遷注記

雑誌には、刊行途中でタイトルが変わったり、複数の雑誌に分かれたり、１つの雑誌
に統合されたりというタイトル変遷があります。そういった関係の雑誌は変遷注記に
示されており、それぞれの雑誌書誌にリンクしています。探している巻号が見つから
ない時は、巻次年月次と変遷注記の情報を確認してください。

雑誌を探すときには配架場所と巻号の情
報が大切じゃ。同じ雑誌でも巻号によっ
て、配架場所が異なる場合もあるので、
よく確認して探しに行くのですよ。
巻号をクリックすると、巻号ごとの配架
場所が、表示されるのじゃ。

ーOPAC の検索結果（雑誌の場合）ー
　雑誌の一括所蔵一覧画面では全学の所蔵の概要が一覧できます。特定の巻・号
を探す場合には、まず配架場所と巻号を確認します。
　雑誌は刊行途中でタイトルが変わったり、複数の雑誌に分かれたり１つに統合
されたりというタイトル変遷があります。探している巻号が見つからない時は、
雑誌名の変遷情報を確認してください。

■ 必要な巻号があるかどうか　

所蔵一覧画面で必要な巻号が所蔵されているかを必ず確認してください。
例）「 1 , 21 ‒ 41 」
「1 巻と、21 巻から 41 巻までを所蔵している」という意味です。
例）「 1-20 , 21（1-4,6-12） , 22-41 」
（）内は号を表します。この場合は、21 巻 5 号がないことになります。

所蔵一覧

雑誌名
変遷情報
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①予約・取り寄せしたい図書を検索します。

②予約・取り寄せしたい図書を選び、　　　　　　 をクリックします。

＜ＯＰＡＣで図書を検索した後に出てくる書誌詳細画面＞

③ID・パスワードを入力し、ログインします。

④受取希望館を選び、　　　　　　　　をクリックします。

２.２ 予約・取り寄せ

※ 初回ログイン時に、貸出履歴機能の設定をします

ここで返却期限日の確認
もできるのじゃ。
延長する時は注意事項を
よく読むのですよ！

①図書館Webサイトのトップページにある「利用状況確認・延長」をクリックします。

②ID・パスワードを入力し、
　ログインします。

※ 初回ログイン時に、貸出履歴機能の設定をします

④延長したい図書をチェックし、　　　　　　　 をクリックします。

③返却期限日を確認・延長する際は、
　　　　　　　　　　をクリックします。

２．OPAC オンラインサービス

２.1 返却期限日の確認・延長
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■本章の目的
　大学で提供している資料（情報源）は「図書」だけではありません。さまざまな種類の情
報源があり、それぞれの探し方があります。これらを使いこなし、レポートを説得力のある
ものにしましょう。本章では、もう一つの重要な資料（情報源）である「論文」を紹介します。

１．雑誌論文とは

１.1 研究と論文
　研究者は自分の研究内容を論文にして、学術雑誌に掲載してもらうことで世の中にその成果
を公表します。同じ成果を得ていたとしても、先に発表された論文の方が研究としての優先権
を持つため、雑誌は週刊、月刊など短い周期で刊行され、速報性が高いという特性を持ちます。

１.２ 論文活用のメリット
　みなさんが初めて触れる文献は、特定の学問分野の内容を体系的にまとめた図書が
多いかもしれません。しかし、学びの専門性が高まり、自分の研究テーマが決まったら、
ぜひ関連する分野の論文を読んでみましょう。
　論文は図書よりも早く情報が掲載されるため、最新の研究成果を知るのに役立ちます。
　また個別の研究内容を知ることで、自分の研究を進める上で役立つ知見を得られたり、
論文に掲載されている参考文献リストや引用から、関連する新たな文献の存在なども
知ることができます。
　さらに、レポートを作成する際に、構成・章立て・引用の方法のお手本としたり、論文
を正しく引用することで、自分のレポートの客観性・信頼性をアップさせられます。

１.３ 雑誌の種類
　大学で扱う雑誌は、大きく 2 つの種類に分けることができます。

第3章 もっと素材を集めよう（1）
雑誌論文

（１）学術雑誌（Journal）
　研究者の研究発表の場として機能するもので、多くの場合、掲載に際して査読と呼ばれ
る審査を受けます。どのような学術雑誌にどれだけ論文が掲載されたかは、研究者の実績
として評価されます。学術雑誌は、主に商業出版社や学協会が研究分野ごとに発行します。
　そのほかに大学や研究機関が所属教員や研究員の学術論文を総合的に発表する
ために発行する学術雑誌を「紀要」と呼びます。
　大学でいう雑誌とは主としてこれらの「学術雑誌」を指します。

例）『Science』、『国際ジェンダー学会誌』、『関西学院大学社会学部紀要』など

予約・取り寄せした資料が
届くと、メールでお知らせ
が来るのじゃ！

⑤予約・取り寄せしたい資料を選択し、　　　　　　　　をクリックします。

（１）大学図書館間の相互利用制度を使う
他の大学図書館等と相互協力の協定を結び、利用者に便宜を図っています。その
制度により、他の大学図書館が持っている図書やそのコピーを取り寄せたり、直接
見に行ったりできます。（第 5 章 1. 相互利用制度 参照）

（２）購入希望制度を利用する。　※学部生・大学院生・短大生のみ
学習や研究のために必要な図書が大学図書館にない場合は、レファレンスカウン
ターでご相談ください。できる限りの範囲で購入し、要望にお応えいたします。
ただし、購入して利用できるようになるには、１ヶ月程度（和書の場合）かかります。

２.３ 学内に探している資料がない場合

注意！！

【予約できない資料】
・貸出されていない図書
・雑誌、参考図書など
・返却予定日から6ヶ月以上過ぎている図書
・すでに他の利用者が予約している資料

【取り寄せできない資料】
・雑誌、参考図書、視聴覚資料など
※延滞資料がある場合は、予約も取り寄せ
もできません。
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どんな論文があるか
（論文情報の検索）

掲載雑誌がどこにあるか
（雑誌所在の検索）

２． 論文を探す手順

２.1 「論文情報の検索」と「雑誌所在の検索」
　論文探しには 2 つのステップがあります。
　最初に、世の中にどのような論文があるのか、どの雑誌のどの巻、どの号に掲載され
ているのかを探す検索（論文情報の検索）を行い、次に、特定の論文を入手するために、
その論文の掲載雑誌がどこにあるかを探す検索（雑誌所在の検索）が必要になります。

２.2 論文検索の流れ
　論文の検索から入手までの流れは以下のようになります。

論文情報の検索 検索ツール

論文検索
データベース

どんな論文があるか
　著者名・論文タイトル・掲載雑誌名・巻号

掲載ページ・発行年

雑誌所在の検索

論　文　入　手

電子ジャーナルで見られるか

冊子体が学内にあるか

他大学・他機関にあるか

ダウンロード

図書館／
部局資料室で

入手
OR

学内文献複写
の申込み

↓
レファレンス
カウンターへ

学外相互利用
の申込み

↓
レファレンス
カウンターへ

電子ジャーナル

OPAC

CiNii Books など

なし

なし

あり

あり

１.４ 論文の種類と中身
　学術雑誌に掲載される論文は、その内容・形式により、次のような種類に分けるこ
とができます。それぞれの雑誌の投稿規定で、その内容・形式について定義がなされ
ている場合もあります。

　通常の学術雑誌は、これらの論文を取り混ぜて編集していますが、レビューのみの
雑誌や、速報のみの雑誌も刊行されています。

(２) 一般雑誌（Magazine）
　学術雑誌以外の、実用性・娯楽性が強い雑誌で、大学図書館の収集・保存の対
象にならない場合もあります。しかし研究分野によっては重要な情報源となるた
め、これらを対象とした索引も作成されています。
　公共図書館では一般雑誌を数多く所蔵しており、国立国会図書館でも納本され
たものすべてを保存しています。

例）『an･an』、『NHKきょうの料理』、『本の雑誌』など

一般論文：Original paper あるいは Full paper とも呼ばれ、研究成果につい
て詳細に記されたものです。次のように、ある程度形式が決まって
います。

レビュー：

速　　報：

ノ ー ト：

総説ともいいます。ある分野の特定のテーマについて幅広く、概説、
あるいは研究動向・展望などがまとめられています。

Letter あるいは Communication ともいい、最新の研究内容が
簡略な形式の論文にまとめられたものです。同じ内容について、
あらためて一般論文が書かれることもあります。

研究過程で判明した、新しい事実などについての短い論文です。

論文タイトル

参考文献

本　文

・序論
・本論
・結論

著者名
著者所属機関名

概　要
（抄録・アブストラクト）
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どんな論文があるか
（論文情報の検索）

掲載雑誌がどこにあるか
（雑誌所在の検索）

２． 論文を探す手順

２.1 「論文情報の検索」と「雑誌所在の検索」
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ているのかを探す検索（論文情報の検索）を行い、次に、特定の論文を入手するために、
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論文情報の検索 検索ツール

論文検索
データベース

どんな論文があるか
　著者名・論文タイトル・掲載雑誌名・巻号

掲載ページ・発行年

雑誌所在の検索

論　文　入　手

電子ジャーナルで見られるか

冊子体が学内にあるか

他大学・他機関にあるか

ダウンロード

図書館／
部局資料室で

入手
OR

学内文献複写
の申込み

↓
レファレンス
カウンターへ

学外相互利用
の申込み

↓
レファレンス
カウンターへ

電子ジャーナル

OPAC

CiNii Books など

なし

なし

あり

あり

１.４ 論文の種類と中身
　学術雑誌に掲載される論文は、その内容・形式により、次のような種類に分けるこ
とができます。それぞれの雑誌の投稿規定で、その内容・形式について定義がなされ
ている場合もあります。

　通常の学術雑誌は、これらの論文を取り混ぜて編集していますが、レビューのみの
雑誌や、速報のみの雑誌も刊行されています。

(２) 一般雑誌（Magazine）
　学術雑誌以外の、実用性・娯楽性が強い雑誌で、大学図書館の収集・保存の対
象にならない場合もあります。しかし研究分野によっては重要な情報源となるた
め、これらを対象とした索引も作成されています。
　公共図書館では一般雑誌を数多く所蔵しており、国立国会図書館でも納本され
たものすべてを保存しています。

例）『an･an』、『NHKきょうの料理』、『本の雑誌』など

一般論文：Original paper あるいは Full paper とも呼ばれ、研究成果につい
て詳細に記されたものです。次のように、ある程度形式が決まって
います。

レビュー：

速　　報：

ノ ー ト：

総説ともいいます。ある分野の特定のテーマについて幅広く、概説、
あるいは研究動向・展望などがまとめられています。

Letter あるいは Communication ともいい、最新の研究内容が
簡略な形式の論文にまとめられたものです。同じ内容について、
あらためて一般論文が書かれることもあります。

研究過程で判明した、新しい事実などについての短い論文です。
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できること できないこと

雑誌所在の検索
○ 雑誌のタイトルで検索

論文情報の検索
× 論文タイトル・著者名で検索

３．データベースを使って論文を探してみよう（論文情報の検索）

３.1 キーワードから論文を探す
　学術雑誌に掲載されている論文を探すには、論文検索できるデータベースを使うと
便利です。
　最初は広い分野の文献収集ができる総合分野のデータベース検索から始めるとよい
でしょう。ここでは日本語の学術論文情報を探せる代表的なデータベースとして、
「CiNii Research」の検索方法について紹介します。

３.2 CiNii Research（サイニィ リサーチ）の特徴
　CiNii Research は、日本国内で発行された雑誌掲載論文について、キーワードに関
連する論文を検索し、その論文がどの雑誌の何巻何号に掲載されているかを調べるこ
とができるデータベースです。一部の論文は本文そのものが利用可能です。

３.３ CiNii Research の検索方法
①「論文」を選択したうえでキーワードを入力し、「検索」ボタンをクリックします。

分　　野

CiNii Research の特徴

全般（日本国内の論文）

提供機関

利用方法

国立情報学研究所

U R L

範　　囲

https://cir.nii.ac.jp/　

「雑誌記事索引」（学術雑誌、専門誌と一般総合誌）（国立国会図書館）
国内学協会等の学協会誌（国立情報学研究所）
国内大学等の研究紀要・機関リポジトリ（各大学）
「J-STAGE」（国内学協会誌）（科学技術振興機構）
国内主要理工系学協会誌の引用情報（国立情報学研究所）等

検索・結果表示、一部本文までは学外からでも無料利用可能。

　キーワードから「どんな論文があるのか」「どのような雑誌の何巻何号に掲載されて
いるのか」など、論文の情報を調べたい場合は、CiNii Research（日本の論文を収録）
や EBSCOHost（英語の論文を収録）などの論文検索データベースや、参考文献リ
スト、索引誌、抄録誌などを使って調べます。

　論文検索データベース検索から得られるのは、著者名、論文タイトル、雑誌名、巻号、
ページなどの基本的な文献情報です。論文本文は、それらの文献情報から、OPAC な
どを使って冊子体の雑誌を探すか、あるいは電子ジャーナルを利用して入手すること
になります。ツールによってはアブストラクト（要約）に加えて、電子ジャーナルへ
のリンクがあり、その場で本文を見られる場合があります。

論文情報の検索

　論文の掲載されている雑誌名や巻号はわかっていて、所在を調べたい場合には、電
子ジャーナルリスト（後述）や OPAC を使って調べます。

雑誌所在の検索

OPACでは、必ず 「雑誌名」で検索を！

　OPACでは、ある雑誌が関西学院大学に所蔵されているかを検索することはできますが、

雑誌の掲載内容は登録されていませんので、論文そのものは探すことができません。

ＯＰＡＣで雑誌論文を探す際には、論文のタイトルや著者名ではなく、論文が掲載され

ている雑誌のタイトルで検索します。

OPAC では、
「雑誌A」（雑誌タイトル）
はヒットするけど、
「論文1」（論文タイトル）
はヒットしないぞ。

36



できること できないこと

雑誌所在の検索
○ 雑誌のタイトルで検索

論文情報の検索
× 論文タイトル・著者名で検索

３．データベースを使って論文を探してみよう（論文情報の検索）

３.1 キーワードから論文を探す
　学術雑誌に掲載されている論文を探すには、論文検索できるデータベースを使うと
便利です。
　最初は広い分野の文献収集ができる総合分野のデータベース検索から始めるとよい
でしょう。ここでは日本語の学術論文情報を探せる代表的なデータベースとして、
「CiNii Research」の検索方法について紹介します。

３.2 CiNii Research（サイニィ リサーチ）の特徴
　CiNii Research は、日本国内で発行された雑誌掲載論文について、キーワードに関
連する論文を検索し、その論文がどの雑誌の何巻何号に掲載されているかを調べるこ
とができるデータベースです。一部の論文は本文そのものが利用可能です。

３.３ CiNii Research の検索方法
①「論文」を選択したうえでキーワードを入力し、「検索」ボタンをクリックします。

分　　野

CiNii Research の特徴

全般（日本国内の論文）

提供機関

利用方法

国立情報学研究所

U R L

範　　囲

https://cir.nii.ac.jp/　

「雑誌記事索引」（学術雑誌、専門誌と一般総合誌）（国立国会図書館）
国内学協会等の学協会誌（国立情報学研究所）
国内大学等の研究紀要・機関リポジトリ（各大学）
「J-STAGE」（国内学協会誌）（科学技術振興機構）
国内主要理工系学協会誌の引用情報（国立情報学研究所）等

検索・結果表示、一部本文までは学外からでも無料利用可能。

　キーワードから「どんな論文があるのか」「どのような雑誌の何巻何号に掲載されて
いるのか」など、論文の情報を調べたい場合は、CiNii Research（日本の論文を収録）
や EBSCOHost（英語の論文を収録）などの論文検索データベースや、参考文献リ
スト、索引誌、抄録誌などを使って調べます。

　論文検索データベース検索から得られるのは、著者名、論文タイトル、雑誌名、巻号、
ページなどの基本的な文献情報です。論文本文は、それらの文献情報から、OPAC な
どを使って冊子体の雑誌を探すか、あるいは電子ジャーナルを利用して入手すること
になります。ツールによってはアブストラクト（要約）に加えて、電子ジャーナルへ
のリンクがあり、その場で本文を見られる場合があります。

論文情報の検索

　論文の掲載されている雑誌名や巻号はわかっていて、所在を調べたい場合には、電
子ジャーナルリスト（後述）や OPAC を使って調べます。

雑誌所在の検索

OPACでは、必ず 「雑誌名」で検索を！

　OPACでは、ある雑誌が関西学院大学に所蔵されているかを検索することはできますが、

雑誌の掲載内容は登録されていませんので、論文そのものは探すことができません。

ＯＰＡＣで雑誌論文を探す際には、論文のタイトルや著者名ではなく、論文が掲載され

ている雑誌のタイトルで検索します。

OPAC では、
「雑誌A」（雑誌タイトル）
はヒットするけど、
「論文1」（論文タイトル）
はヒットしないぞ。
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④学内に冊子体での雑誌の所蔵がないかをOPACで確認します。

クリック

検索ボタンをクリック。
検索結果が０件の場合は、
学内での所蔵はありません。

求めている巻号が所蔵されているか
チェックします。

巻号によって、配架場所が異なる場合
があります。巻号をクリックすると、
巻号ごとの配架場所が表示されます。

記載されている配架場所まで行き、冊子体の雑誌をご利用ください。

雑誌は、和洋別タイト
ルのアルファベット順
に並べられているぞ！

②検索結果一覧が表示されます。

③全文がPDFデータで閲覧できる論文もあります。（PDFがない場合は、④へ）

検索結果の見方

掲載雑誌名
『日経ものづくり』

出版年月
2021年 12月

掲載巻号・掲載ページ
807巻　82～84ページ

論文の検索をしたとき、
右のようなリンクボタンが
あったらラッキーだ。
アイコンをクリックする
と論文の PDF が公開され
ているページへ進めるぞ。

Web Site PDF

DOI 機関リポジトリ（IR） CiNii

など
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④学内に冊子体での雑誌の所蔵がないかをOPACで確認します。

クリック

検索ボタンをクリック。
検索結果が０件の場合は、
学内での所蔵はありません。

求めている巻号が所蔵されているか
チェックします。

巻号によって、配架場所が異なる場合
があります。巻号をクリックすると、
巻号ごとの配架場所が表示されます。

記載されている配架場所まで行き、冊子体の雑誌をご利用ください。

雑誌は、和洋別タイト
ルのアルファベット順
に並べられているぞ！

②検索結果一覧が表示されます。

③全文がPDFデータで閲覧できる論文もあります。（PDFがない場合は、④へ）

検索結果の見方

掲載雑誌名
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掲載巻号・掲載ページ
807巻　82～84ページ

論文の検索をしたとき、
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と論文の PDF が公開され
ているページへ進めるぞ。

Web Site PDF

DOI 機関リポジトリ（IR） CiNii
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特　徴

４.2 電子ジャーナルの使い方
①図書館Webサイトのトップページにある QUICK LINK の「電子ジャーナル」をク
リックします。

③検索結果一覧が表示されます。
読みたい巻号が「利用可能範囲」に含まれているか確認してください。

②雑誌のタイトルを入力して、「検索」をクリックします。雑誌に掲載された論文名
や論文の著者名では検索できません。

４．論文を読むには（雑誌所在の検索）　

４.1 まずは「電子ジャーナル」を読んでみよう（主に洋雑誌）
　「雑誌」といえば、冊子体を思い浮かべる人が多いと思いますが、大学図書館では、
「電子ジャーナル」と呼ばれるインターネット上で読める雑誌を数多く契約しています。
　電子ジャーナルは、学内のネットワークに接続されたパソコンなら図書館以外で
も読むことができ、とても便利です。
　主に洋雑誌に掲載された論文を探している場合は、冊子体よりも電子ジャーナルで
論文を閲覧できるケースが多いので、掲載雑誌名や巻号、ページなどの論文情報が
得られたら、まず電子ジャーナルで論文が読めるかどうかを調べてみましょう。

電子ジャーナルとは

・ 出版社等がデジタル化した雑誌記事や論文をWeb上で提供したもの。

・ 出版社が有料で提供するものと、大学や学会などが無料で公開しているものがある。

・ オンラインジャーナルやEジャーナル、EJとも呼ばれ、PDFやHTML形式の本文を
閲覧できる。

・ 図書館や研究室など、学内ネットワークに接続されたパソコンなら、

どこからでも利用できる。

・ 自宅のパソコンや自身のスマホなど、学外から利用したい場合は、

　「学外アクセス機能」を利用すれば、どこからでも利用できる。

※ 利用できる年代は契約ごとに異なる。

※ 古い雑誌や日本語の雑誌は電子ジャーナルになっていないものも多い。

海外の学術雑誌は、電子
ジャーナルで提供される
ことが多いんだ。
英語の雑誌に掲載された
論文を探しているなら、
まずは電子ジャーナルを
チェックしよう。
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特　徴

４.2 電子ジャーナルの使い方
①図書館Webサイトのトップページにある QUICK LINK の「電子ジャーナル」をク
リックします。

③検索結果一覧が表示されます。
読みたい巻号が「利用可能範囲」に含まれているか確認してください。

②雑誌のタイトルを入力して、「検索」をクリックします。雑誌に掲載された論文名
や論文の著者名では検索できません。

４．論文を読むには（雑誌所在の検索）　

４.1 まずは「電子ジャーナル」を読んでみよう（主に洋雑誌）
　「雑誌」といえば、冊子体を思い浮かべる人が多いと思いますが、大学図書館では、
「電子ジャーナル」と呼ばれるインターネット上で読める雑誌を数多く契約しています。
　電子ジャーナルは、学内のネットワークに接続されたパソコンなら図書館以外で
も読むことができ、とても便利です。
　主に洋雑誌に掲載された論文を探している場合は、冊子体よりも電子ジャーナルで
論文を閲覧できるケースが多いので、掲載雑誌名や巻号、ページなどの論文情報が
得られたら、まず電子ジャーナルで論文が読めるかどうかを調べてみましょう。

電子ジャーナルとは

・ 出版社等がデジタル化した雑誌記事や論文をWeb上で提供したもの。

・ 出版社が有料で提供するものと、大学や学会などが無料で公開しているものがある。

・ オンラインジャーナルやEジャーナル、EJとも呼ばれ、PDFやHTML形式の本文を
閲覧できる。

・ 図書館や研究室など、学内ネットワークに接続されたパソコンなら、

どこからでも利用できる。

・ 自宅のパソコンや自身のスマホなど、学外から利用したい場合は、

　「学外アクセス機能」を利用すれば、どこからでも利用できる。

※ 利用できる年代は契約ごとに異なる。
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４.３ 機関リポジトリ
　無料の電子ジャーナルの1つとして、「機関リポジトリ」という、各大学等の研究
機関が研究・教育成果を保存・公開しているシステムがあります。関西学院大学でも
機関リポジトリを公開しており、所属している教員などが書いた論文で、著者の了解
を得られたものについては本文を公開しています。

『関西学院大学リポジトリ』　 https://kwansei.repo.nii.ac.jp/

４.４ 電子ジャーナルがないときは？ --- OPACで冊子体を探そう
　読みたい論文が電子ジャーナルで読めなかったら、次は論文が掲載されている雑誌が
関西学院大学内にあるか調べます。（検索方法は 第２章1.2  OPACの検索方法 を参照）

　所属キャンパスの大学図書館や各学部の資料室にあれば、直接出かけて論文を読ん
だりコピーしたりできます。読みたい雑誌が他のキャンパスにしかない場合は、所属
キャンパスの大学図書館に論文のコピーを取り寄せることもできます。
（第 5 章 1.1  相互利用制度利用申込みの流れ 参照）

一般に、次のような行為は禁止されています。

違反があった場合、それが１人だけの行為であっても、

関西学院大学全体の利用が停止される場合があります。

1. 自動ダウンロードソフト等を利用して、
　 全文データを大量に一括
　 または連続してダウンロードすること。 

2. 全文データの複製・再配布。

3. 全文データを個人利用以外の目的で使うこと。

電子ジャーナルを利用する際の注意
④読みたい論文の情報を入力し、GOボタンをクリックします。

⑤提供先画面のリンクから、読みたい論文が閲覧できます。

読みたい論文についている
PDF や HTML のリンク
ボタンをクリックすると、
本文が表示されます。

読みたい巻号が利用可能範囲に
含まれているかを確認します。
掲載雑誌の発行年、巻号、掲載
開始ページを入力し、「GO」
ボタンをクリックします。
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５．もっと便利に

５.1 その他の論文検索ツール（データベース）
　大学図書館では、CiNii Research 以外にも、海外の学術論文や日本の週刊誌・大
衆雑誌の記事を検索できるデータベースなどを多数契約しています。図書館 Webサイ
トから、目的別でデータベースの一覧を確認し、それぞれのデータベースにアクセス
できます。

「データベース一覧」をクリック

「全て表示」をクリックすると、雑誌記事・論文を
検索できるデータベースの一覧が表示されます。

①OPAC の検索タブを「他大学検索」に切り替え、雑誌名を入力し、検索ボタンをクリック
します。

②所蔵大学を確認できます。

クリックすると他大学の
所蔵を検索できます。

雑誌の場合は、必ず見たい
巻号が所蔵されているか、
確認してください。

図書または雑誌のタイトルを入力して、「検索」をクリックします。
雑誌に掲載された論文名や論文の著者名では検索できません。

４.５ 学内に冊子体もないときは？ --- 他大学の所蔵を確認しよう
　電子ジャーナルも利用できなかったし、OPAC で検索したら図書館に冊子体もな
かった…そんな時は、他大学の図書館から論文のコピーを取り寄せたり、所蔵大学に
閲覧に行くことができます。（複写は有料・レファレンスカウンターで申込み）
（第 5 章  1. 相互利用制度 参照）

　他大学図書館の所蔵状況は、OPAC の「他大学検索」で調べることができます。
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■本章の目的
　ここでは、テーマに関する特定の出来事（新聞記事）や、客観的なデータ（統計）を
集める方法を学習します。初めは難しく感じるかもしれませんが、探すコツや資料の特徴
を理解できれば、幅広い情報から多角的な知識を得られるというメリットがあります。

１．新聞資料

1.1 新聞とは
　日々世の中の出来事を伝える新聞は、その情報を蓄積することによって、ある出来
事の事実確認や過去から現在までの世相、また、ある言葉の使われ方などを調べる有
用なツールになります。
　ここでは、新聞の特徴と、データベースを使った記事の探し方について学びます。新聞
といっても、様々な発行形態や内容、収録メディアのものがあり、それぞれに特徴があり
ます。新聞記事を探す場合は、まずその特徴を知っておくことが大切です。

第4章 もっと素材を集めよう（2）
新聞・統計資料

（１）種類
新聞には、大きく分けると、日本全国に販売拠点を持つ「全国紙」と、特定地域
で販売される「地方紙」の 2 種類の発行形態があります。
また、その内容によって、様々な分野の内容を偏りなく掲載している「一般紙」、特定の
分野に特化した紙面で構成されている「専門紙」、ある組織や団体の広報用として発行さ
れる「機関紙」に分けられます。その他、外国語や点字の新聞など、様々なものがあります。

一般紙

全国紙 地方紙（ブロック紙）

朝日新聞、毎日新聞、
読売新聞、産経新聞など

神戸新聞、京都新聞、
奈良新聞など

専門紙 日本経済新聞、
日刊工業新聞など

中部経済新聞、
デイリースポーツなど

機関紙 （大学、政党、宗教団体等による新聞）
関学ジャーナル、しんぶん赤旗、聖教新聞など

他言語紙 The Japan Times、朝鮮日報、点字毎日など

５.2 学外でもデータベースや電子ジャーナル・電子ブックを使いたい時は？
　　　--- 学外アクセス機能を利用しよう
　文献情報データベースや電子ジャーナル・電子ブックは有料のものが多く、主な機
能は、契約している大学内でしか使うことができません。
　しかし、学外アクセス機能を利用すれば、自宅や外出先などの学外からでも学内と
同じ条件でデータベースや電子ジャーナル・電子ブックを使うことができます。学外
アクセス機能を利用するには、図書館Webサイトの「学外アクセス」からログインを
する必要があります。

※学外アクセス対象外のデータベースや電子ジャーナルもありますので、
あらかじめご了承ください。

①図書館WEB サイトのトップページの「学外アクセス」をクリックします。

②「学外アクセス機能を利用する」をクリックします。

③システム利用 ID と
　パスワードを入力して
　ログインします。

④利用するサービスの選択画面で、
　利用したいものを選択します。

46



■本章の目的
　ここでは、テーマに関する特定の出来事（新聞記事）や、客観的なデータ（統計）を
集める方法を学習します。初めは難しく感じるかもしれませんが、探すコツや資料の特徴
を理解できれば、幅広い情報から多角的な知識を得られるというメリットがあります。

１．新聞資料

1.1 新聞とは
　日々世の中の出来事を伝える新聞は、その情報を蓄積することによって、ある出来
事の事実確認や過去から現在までの世相、また、ある言葉の使われ方などを調べる有
用なツールになります。
　ここでは、新聞の特徴と、データベースを使った記事の探し方について学びます。新聞
といっても、様々な発行形態や内容、収録メディアのものがあり、それぞれに特徴があり
ます。新聞記事を探す場合は、まずその特徴を知っておくことが大切です。

第4章 もっと素材を集めよう（2）
新聞・統計資料

（１）種類
新聞には、大きく分けると、日本全国に販売拠点を持つ「全国紙」と、特定地域
で販売される「地方紙」の 2 種類の発行形態があります。
また、その内容によって、様々な分野の内容を偏りなく掲載している「一般紙」、特定の
分野に特化した紙面で構成されている「専門紙」、ある組織や団体の広報用として発行さ
れる「機関紙」に分けられます。その他、外国語や点字の新聞など、様々なものがあります。

一般紙

全国紙 地方紙（ブロック紙）

朝日新聞、毎日新聞、
読売新聞、産経新聞など

神戸新聞、京都新聞、
奈良新聞など

専門紙 日本経済新聞、
日刊工業新聞など

中部経済新聞、
デイリースポーツなど

機関紙 （大学、政党、宗教団体等による新聞）
関学ジャーナル、しんぶん赤旗、聖教新聞など

他言語紙 The Japan Times、朝鮮日報、点字毎日など

５.2 学外でもデータベースや電子ジャーナル・電子ブックを使いたい時は？
　　　--- 学外アクセス機能を利用しよう
　文献情報データベースや電子ジャーナル・電子ブックは有料のものが多く、主な機
能は、契約している大学内でしか使うことができません。
　しかし、学外アクセス機能を利用すれば、自宅や外出先などの学外からでも学内と
同じ条件でデータベースや電子ジャーナル・電子ブックを使うことができます。学外
アクセス機能を利用するには、図書館Webサイトの「学外アクセス」からログインを
する必要があります。

※学外アクセス対象外のデータベースや電子ジャーナルもありますので、
あらかじめご了承ください。

①図書館WEB サイトのトップページの「学外アクセス」をクリックします。

②「学外アクセス機能を利用する」をクリックします。

③システム利用 ID と
　パスワードを入力して
　ログインします。

④利用するサービスの選択画面で、
　利用したいものを選択します。

47



1.3 新聞の特徴と注意点
　新聞は他の資料とは異なる特徴を有し、非常に有用である一方で、その特徴ゆえに
利用する際に注意すべき点もあります。

　ウェブの普及と情報環境の変化により、新聞の時事性や速報性の位置付けは変化しつ
つあります。事件などの情報は、新聞よりも、場合によってはテレビやラジオよりも早く、
インターネットやソーシャルメディアを通じて知ることができます。そして、その情報
は後日も検索可能な上、新聞のような休刊日もありません。かつて高い時事性と速報性
を誇り、その事実は変わらない新聞ですが、情報環境が日々変化する現在、情報を利用
する側が、その目的や状況に応じて使い分けていく柔軟性が必要となっています。

　また、新聞の多様性の 1 つの例として、ウェブ上の記事と本紙の記事の違いがあり
ます。多くの新聞社は、ウェブ上で速報記事を提供しています。新たな事実が判明次第、
記事が追加されるので、速報性に非常に優れています。これらの記事を基に本紙の記
事が作成されますが、詳細な解説が追加されていたり、文章表現や画像が異なってい
たりしますので、区別して利用する必要があります。

過去から現在にかけての多様な社会情報を日々記録

最近話題の出来事や過去の世相などの探索に有効な情報源
時事性

情報を広く報道するために印刷物として記録し、いち早く発行

事実関係の信憑性→数日後の紙面確認、複数メディアによる検証
速報性

新聞社や記者により、問題への姿勢や事件の見解などに相違

出版形態が様々で内容が異なる場合がある

左：朝日新聞社 .“朝日新聞デジタル”. https：//www.asahi.com/articles/ASN2K
　　32ZNN2FULFA013.html?iref=pc_ss_date （参照 2020-2-18）.

右：朝日新聞 . 2020年 2 月 18 日 , 朝刊 , 1 ページ . 

多様性

ウェブの記事 本紙の記事

1.2 新聞活用のメリット
　新聞はその時々の出来事を日々発信し続けるメディアです。そのため、その出来事
がどのような社会背景のもと起きたのか、また当時の人々にどのように受け止められ
たのかを知ることができます。また、ある人物や事柄についての記事を追うことで、
より深く対象を理解することもできるでしょう。研究結果がどのように実用化され、
また社会に影響を与えているのかを知るのにも役立ちます。
　特定業界の情報は「専門紙」を、地域の情報は「地方紙」を活用することで、図書
等では扱われないような細かい情報も収集が可能です。

(２) 形態
新聞本紙は紙質が悪いため保存に向いておらず、また、記事検索用の索引もあり
ません。そのため新聞は、さまざまなメディアに変換して提供されています。

新聞本紙

メディアの種類

メディアの種類 配架場所

新聞本紙

上ケ原

1階新聞コーナー：

2階ラウンジ　　：
BM階新聞書架　：

全国紙、神戸新聞、国内英字紙、海外紙
（最新分のみ吊り下げ）
スポーツ紙の最新分のみ
海外紙の過去 1年分

2階新聞コーナー：全国紙、神戸新聞、国内英字紙、海外紙
（最新分のみ吊り下げ）

4階新聞コーナー：

1階新聞コーナー、BM階日本語製本雑誌・新聞縮刷版書架
4階新聞コーナー

1階新聞コーナー
2階新聞コーナー

レファレンスカウンターで申込

BM階日本語製本雑誌・新聞縮刷版書架
学内 LAN 接続パソコンから図書館Webサイト経由で利用、
あるいは学外から「学外アクセス機能」で利用

全国紙、神戸新聞、国内英字紙
（当日＆前日分）

上ケ原

上ケ原

三　田

三　田

上ケ原
三　田

聖　和

縮刷版

復刻版

データベース

PressReader
（タッチパネルディスプレイ）

マイクロフィルム
CD-ROM・Blu-ray

特　徴

地域によって内容が異なる。保存には不向き。記事検索不可。

縮刷版・復刻版 本紙 ( 東京本社最終版 ) を縮小して月単位で印刷した冊子。
記事索引がついている。

マイクロフィルム 本紙を縮小撮影したもの。閲覧には専用機器が必要。
記事検索不可。

記事見出しの検索が可能。
本紙全面が画像化されていれば、写真なども閲覧可。

全文キーワード検索や広範囲の記事検索ができる。

もっとも速報性が高いが、本紙紙面とは別記事である。
過去の記事を参照できない場合も多い。

CD・DVD・Blu-ray

データベース

新聞社無料サイト

新聞は、形態(変換されたメディア)ごとに、配架場所も異なります。
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つあります。事件などの情報は、新聞よりも、場合によってはテレビやラジオよりも早く、
インターネットやソーシャルメディアを通じて知ることができます。そして、その情報
は後日も検索可能な上、新聞のような休刊日もありません。かつて高い時事性と速報性
を誇り、その事実は変わらない新聞ですが、情報環境が日々変化する現在、情報を利用
する側が、その目的や状況に応じて使い分けていく柔軟性が必要となっています。

　また、新聞の多様性の 1 つの例として、ウェブ上の記事と本紙の記事の違いがあり
ます。多くの新聞社は、ウェブ上で速報記事を提供しています。新たな事実が判明次第、
記事が追加されるので、速報性に非常に優れています。これらの記事を基に本紙の記
事が作成されますが、詳細な解説が追加されていたり、文章表現や画像が異なってい
たりしますので、区別して利用する必要があります。

過去から現在にかけての多様な社会情報を日々記録

最近話題の出来事や過去の世相などの探索に有効な情報源
時事性

情報を広く報道するために印刷物として記録し、いち早く発行

事実関係の信憑性→数日後の紙面確認、複数メディアによる検証
速報性

新聞社や記者により、問題への姿勢や事件の見解などに相違

出版形態が様々で内容が異なる場合がある

左：朝日新聞社 .“朝日新聞デジタル”. https：//www.asahi.com/articles/ASN2K
　　32ZNN2FULFA013.html?iref=pc_ss_date （参照 2020-2-18）.

右：朝日新聞 . 2020年 2 月 18 日 , 朝刊 , 1 ページ . 

多様性

ウェブの記事 本紙の記事

1.2 新聞活用のメリット
　新聞はその時々の出来事を日々発信し続けるメディアです。そのため、その出来事
がどのような社会背景のもと起きたのか、また当時の人々にどのように受け止められ
たのかを知ることができます。また、ある人物や事柄についての記事を追うことで、
より深く対象を理解することもできるでしょう。研究結果がどのように実用化され、
また社会に影響を与えているのかを知るのにも役立ちます。
　特定業界の情報は「専門紙」を、地域の情報は「地方紙」を活用することで、図書
等では扱われないような細かい情報も収集が可能です。

(２) 形態
新聞本紙は紙質が悪いため保存に向いておらず、また、記事検索用の索引もあり
ません。そのため新聞は、さまざまなメディアに変換して提供されています。

新聞本紙

メディアの種類

メディアの種類 配架場所

新聞本紙

上ケ原

1階新聞コーナー：

2階ラウンジ　　：
BM階新聞書架　：

全国紙、神戸新聞、国内英字紙、海外紙
（最新分のみ吊り下げ）
スポーツ紙の最新分のみ
海外紙の過去 1年分

2階新聞コーナー：全国紙、神戸新聞、国内英字紙、海外紙
（最新分のみ吊り下げ）

4階新聞コーナー：

1階新聞コーナー、BM階日本語製本雑誌・新聞縮刷版書架
4階新聞コーナー

1階新聞コーナー
2階新聞コーナー

レファレンスカウンターで申込

BM階日本語製本雑誌・新聞縮刷版書架
学内 LAN 接続パソコンから図書館Webサイト経由で利用、
あるいは学外から「学外アクセス機能」で利用

全国紙、神戸新聞、国内英字紙
（当日＆前日分）

上ケ原

上ケ原

三　田

三　田

上ケ原
三　田

聖　和

縮刷版

復刻版

データベース

PressReader
（タッチパネルディスプレイ）

マイクロフィルム
CD-ROM・Blu-ray

特　徴

地域によって内容が異なる。保存には不向き。記事検索不可。

縮刷版・復刻版 本紙 ( 東京本社最終版 ) を縮小して月単位で印刷した冊子。
記事索引がついている。

マイクロフィルム 本紙を縮小撮影したもの。閲覧には専用機器が必要。
記事検索不可。

記事見出しの検索が可能。
本紙全面が画像化されていれば、写真なども閲覧可。

全文キーワード検索や広範囲の記事検索ができる。

もっとも速報性が高いが、本紙紙面とは別記事である。
過去の記事を参照できない場合も多い。

CD・DVD・Blu-ray

データベース

新聞社無料サイト

新聞は、形態(変換されたメディア)ごとに、配架場所も異なります。
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入手のポイント

2.３ 関西学院大学で利用できる新聞記事データベース
　関西学院大学で利用できる新聞のデータベースは、図書館 WEB サイトの「データ
ベース一覧」の「目的別で探す」タブの中の「新聞記事を探す」にまとめられていますので、
こちらから利用してください。

　海外の通信社から入るニュースや寄稿文など、データベース化への利用許諾が得ら
れていないため、オンラインでは確認できない本文・画像もあります。
　その場合は、図書館で所蔵している本紙や縮刷版から入手できる場合があります。

　新聞は、日々刻々と変化する世界の情勢を短期間で編集し、記事にしているため、
使用される語句や用語もその時々で異なる場合があります。最適な検索結果が得られ
るよう検索語を工夫してみましょう。

◇ 紙面の都合上、略語が使用されている場合が多い
◇ 新聞社によって専門用語や時事用語の表記が異なる場合がある
◇ 続報や誤報を考慮して検索をする

記事検索のポイント

◇ 年代によって記事の表示方法が異なる（本文のみの場合もあり）
◇ データベースに収録されているのは最終版の記事
◇ データベース化されていない記事もある

・当日分の記事（※データベースによっては、当日分も掲載されている場合がある）
・データベース化の許可がとれていない記事
・広告やテレビ・ラジオ面
・1980年代半ば（昭和50～60年）以前の地方本社・支社・地域版

データベースの特徴

2．新聞記事の探し方

2.１ 新聞記事を探す手順
　新聞記事を検索・入手するには、
まず新聞を特定することが必要です。
検索対象が定まったら、目的にあっ
たツールで検索を行います。
　主要な新聞については、記事のデー
タベース化が進んでおり、検索と同
時に記事を入手することができます
が、データベースで利用できない記
事や主要紙以外の新聞は、縮刷版な
どをOPACで探して利用します。

2.２ 新聞記事検索の特徴と注意点

データベースで記事情報を検索。
データベース上で本文や写真が読めるか？

No

入手
完了

入手
完了

入手
完了

Yes

Yes

No

記事コピー取寄（文献複写）

図書館に本紙があるか？
縮刷版やマイクロフィルムはあるか？
（購読新聞リスト・OPACを確認）

　データベースには、ウェブサイトの記事ではなく、実際に発行された本紙の記事が
収録されていますが、本紙の地域差を考慮する必要があります。
　大量に発行され全国各地に配達される全国紙は、途中で記事の差し替えが起こることが
あります。また、夕刊の有無にも地域差があり、そのため、同一出版日でも地域により記
事内容が異なる場合があります。検索ツールの収録記事は、原則として最終版を基にして
いて、図書館などで実際に目にした本紙の記事とは異なる記事が収録されている可能性が
ありますので、注意してください（版の表示は新聞本紙上部に記載されています）。

写真「爆発し、煙を上げる福島第一
原発3号機」（福島中央テレビ撮影）

本紙に掲載されているNHKニュース
の写真がデータベースの記事には掲載
されていない。

写真「水素爆発が起きた福島第一原発
3号機」（NHKニュースより）

例：2011年 3月15日　朝日新聞朝刊　1ページ
本紙（宮城・第12版） 本紙（東京・第14版） ※最終版 データベース（東京・第14版）

写真あり

写真あり
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３．統計資料

3.1 統計資料とは
　統計資料とは、ある現象を数量的に把握するための統計データを収録した資料です。
統計資料は、官公庁、民間企業など多くの機関からさまざまな種類のものが発行され
ており、最近ではその多くがウェブで公開されています。ここでは日本国内の統計の
探し方を中心に学習します。

3.2 統計活用のメリット
　統計を活用すると、数値によって客観的に物事を表現する（伝える）ことができるので、
レポートの説得力を増すのに役立ちます。また、統計を表にまとめたりグラフに加工し
たりすることで、物事の全体像や特徴を読み取ることもできるでしょう。そこで疑問に
思ったことがレポートの問題提起や着眼点のヒントに繋がることもあります。

3.３ 統計の特徴と注意点
　一言に「統計」と言っても、統計の調査背景、母体、対象、地域、時期などによって様々
なものがあります。自分の研究内容に適したものなのか、また信頼できる情報かどうか、
常に意識して探すように心がけましょう。

「何を調べたいか」によって
ベストな「探し方」「ツール」
が変わってくるのじゃ！

調査主体・発行元

公的統計　：国の行政機関・地方公共団体が作成する統計。ウェブ
　　　　　　で公開されているものも多い。政府の公式調査報告
　　　　　　である「白書」にも多くの統計が掲載されている。
民間統計　：各種業界団体や民間調査会社が作成する統計。

一次統計　：統計調査や業務から得られたオリジナルのデータ。
　　　　　　基礎統計。
二次統計　：一次統計を加工・累積・集約し、分析や加工したもの。

短期統計　：月単位など。短い期間で発表される。
中期統計　：数年単位など。
長期統計（累積統計）：経年変化を調べるのに適している。

現在の統計：ウェブ等で公開されていることが多い。
過去の統計：冊子体での検索が必要な場合が多い。

電子媒体　：ウェブ、データベース、CD-ROM等。
紙媒体　　：印刷物。

国内　　　：政府（全国）、地方公共団体（地域）等。
海外　　　：各国の政府統計局、国連、OECD、EU、ASEAN等。

加工のレベル

調査期間

調査時期

メディア（媒体）

エリア

2.４ 新聞記事を探してみよう
例：朝日新聞クロスサーチ
　朝日新聞社が提供する全文記事データベースサービスで、朝日新聞本紙や『AERA』、
『週刊朝日』の記事が検索・閲覧できます。東京本社発行の最終版が基本になってい
ますが、各都道府県の県庁所在地をカバーする地方版も収録しています。
　最新の記事も検索対象で、その日の朝刊に掲載された記事までが検索の対象になります。

　データベースで本文や写真が掲載されていない場合には、図書館で本紙や縮刷版に
記載されている記事を利用します。
　縮刷版、マイクロフィルム、ROM の所蔵は OPAC で新聞名から調べることが
できます。

朝日新聞（1985 年から当日
まで）、週刊朝日（2001 年 4
月～）、AERA（1988年 5月
創刊～）などの記事が全文検索
できる

朝日新聞縮刷版の東京本社版
1879 年（明治 12 年）創刊
号から 1999 年までの記事・
広告がキーワード検索できる

52
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朝日新聞縮刷版の東京本社版
1879 年（明治 12 年）創刊
号から 1999 年までの記事・
広告がキーワード検索できる

53



（人）

①どのような統計があるか、どの資料に載っているかを調べる

◆ ウェブサイト
【例】・「政府統計の総合窓口 e-Stat」（https://www.e-stat.go.jp）

政府が行っている統計の情報が集約されています。（4.2 参照）
・「総務省統計局」（https://www.stat.go.jp/）
『国勢調査』や、総合的な内容の『日本統計年鑑』『日本の統計』『世界の統計』
など、代表的な統計データそのものを入手できるものもあります。

・「国立国会図書館　リサーチ・ナビ」（https://rnavi.ndl.go.jp/）
『主題から調べる』の「全般」ー「統計」もしくは「社会科学」ー「産業
情報ガイド」ー「業界動向・統計」で、詳しい統計資料の紹介や探し方を
解説しています。

◆ 索引・ガイドブック
どのような統計調査が実施されているのか、その調査結果が何に掲載されている
のかがわかります。
【例】・木本書店編集部編『白書の白書』

・日本能率協会総合研究所マーケティング・データ・バンク 編
『データ &Date：ビジネスデータ検索事典』

◆ 二次統計（二次資料）
一次統計（オリジナルの統計）を加工・編集したものを二次統計と呼びます。一次
統計を参照しなくても大まかな情報が入手できるという便利さがある一方、どのよ
うな加工・編集がなされているかをきちんと知った上で利用する必要があります。
また、信頼性の高いデータであれば、出典である一次統計の資料名が載っていま
す。より詳しい情報が記載されていることもありますので、レポートや論文の参
考文献として用いる場合は、一次統計を確認するようにしましょう。
【例】・総務省統計局編『日本統計年鑑』

・矢野恒太記念会編『日本国勢図会』

②入手方法を確認する
おおまかに、どのようなものがあるかが掴めたら、一次資料の入手方法を考えます。

◆ ウェブサイトで入手可能か
国や自治体で行う統計調査は、ウェブサイト上で公開されていることが多いです。
（最新の統計のみをウェブサイトで公開している場合もあります。）自分の関心の
あるテーマについて管轄している省庁・研究している機関が統計資料を公開して
いないか調べてみるとよいでしょう。

◆ 図書館に所蔵はあるか
ウェブサイトで入手できなくても、図書館に印刷物（冊子体）として所蔵してい
る場合も多くあります。探すときは、OPAC を使います。雑誌論文を探すとき
と同様に、掲載している図書や雑誌のタイトルで検索します。
※タイトルに「統計」「白書」「要覧」「データ」「資料」「月報」「年報」「報告」などの言葉が含まれ
ることも多いので、うまく検索できないときにはこれらのワードとテーマ（分野・業界）に関するキー
ワードをかけあわせて検索してみましょう。

● 「統計はウソをつく」？
　統計は、客観的なデータとして幅広く利用されていますが、作成者が恣意的に
データを誇張して表現して、悪気が無くても単純な間違いを含んでいる場合や、
読み手が誤解しがちな表現がされているものもあります。

　また、政府と民間とで行われた同種の調査では、結果が異なる場合があります。
統計に限らず、資料を利用するときは、その数値や記述だけを見るのではなく、一
次統計の目的や対象、調査の方法、参考にしている資料などにも極力目を通し、恣
意的な、または紛らわしい表現に惑わされないようにしましょう。同種の資料をい
くつか比較検討することによって、研究対象への理解が深まることもあります。

● 出典を明記する
　入手した統計を引用・加工した場合（データを
もとにグラフを作成したり、複数の統計情報を一つ
にまとめたりした場合）も、必ず出典を明記しましょ
う。どこから引用したのかが曖昧な情報では信頼性
に欠けます。読み手が情報源を確認できるように
しましょう。

４．統計資料の探し方

４.1 統計を探す手順
　統計を探す流れとしては、まず索引やガイドブック、二次統計書で必要なオリジナ
ルの統計（一次統計）を特定した上で、入手する方法を確認するのが効率的です。
　官公庁の統計資料や白書類、どこにどのような統計があるか目星がある程度ついて
いる場合は、ダイレクトにその作成元、研究機関等のウェブサイト（データベース）
を検索してもよいでしょう。

引用の方法は
第 6 章で学習
するよ。

例：高齢者を取り巻く事故・事件の増加について－新聞の統計情報から－

ケース①　見出し：「高齢者　交通死増加：前年同期比 2倍」

よく読むと・・・　昨年：5名、　今年：10 名　（右図）
→　確かに倍増しているが、「急増」とは言えない。
　　偶然とも考えられる。
　　事故の原因・状況や 2011 年以前の件数等も
　　確認が必要。

ケース②　見出し：「高齢者の万引き、20 年連続で最多更新」

→　高齢者の数も年々増加し続けている。「犯罪に手を染める高齢者が増えている」と論じる
には、高齢者人口あたりの事件数や、強盗・放火など他の犯罪の発生状況も調べる
必要がある。

※（架空のデータ）
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（人）

①どのような統計があるか、どの資料に載っているかを調べる

◆ ウェブサイト
【例】・「政府統計の総合窓口 e-Stat」（https://www.e-stat.go.jp）

政府が行っている統計の情報が集約されています。（4.2 参照）
・「総務省統計局」（https://www.stat.go.jp/）
『国勢調査』や、総合的な内容の『日本統計年鑑』『日本の統計』『世界の統計』
など、代表的な統計データそのものを入手できるものもあります。

・「国立国会図書館　リサーチ・ナビ」（https://rnavi.ndl.go.jp/）
『主題から調べる』の「全般」ー「統計」もしくは「社会科学」ー「産業
情報ガイド」ー「業界動向・統計」で、詳しい統計資料の紹介や探し方を
解説しています。

◆ 索引・ガイドブック
どのような統計調査が実施されているのか、その調査結果が何に掲載されている
のかがわかります。
【例】・木本書店編集部編『白書の白書』

・日本能率協会総合研究所マーケティング・データ・バンク 編
『データ &Date：ビジネスデータ検索事典』

◆ 二次統計（二次資料）
一次統計（オリジナルの統計）を加工・編集したものを二次統計と呼びます。一次
統計を参照しなくても大まかな情報が入手できるという便利さがある一方、どのよ
うな加工・編集がなされているかをきちんと知った上で利用する必要があります。
また、信頼性の高いデータであれば、出典である一次統計の資料名が載っていま
す。より詳しい情報が記載されていることもありますので、レポートや論文の参
考文献として用いる場合は、一次統計を確認するようにしましょう。
【例】・総務省統計局編『日本統計年鑑』

・矢野恒太記念会編『日本国勢図会』

②入手方法を確認する
おおまかに、どのようなものがあるかが掴めたら、一次資料の入手方法を考えます。

◆ ウェブサイトで入手可能か
国や自治体で行う統計調査は、ウェブサイト上で公開されていることが多いです。
（最新の統計のみをウェブサイトで公開している場合もあります。）自分の関心の
あるテーマについて管轄している省庁・研究している機関が統計資料を公開して
いないか調べてみるとよいでしょう。

◆ 図書館に所蔵はあるか
ウェブサイトで入手できなくても、図書館に印刷物（冊子体）として所蔵してい
る場合も多くあります。探すときは、OPAC を使います。雑誌論文を探すとき
と同様に、掲載している図書や雑誌のタイトルで検索します。
※タイトルに「統計」「白書」「要覧」「データ」「資料」「月報」「年報」「報告」などの言葉が含まれ
ることも多いので、うまく検索できないときにはこれらのワードとテーマ（分野・業界）に関するキー
ワードをかけあわせて検索してみましょう。

● 「統計はウソをつく」？
　統計は、客観的なデータとして幅広く利用されていますが、作成者が恣意的に
データを誇張して表現して、悪気が無くても単純な間違いを含んでいる場合や、
読み手が誤解しがちな表現がされているものもあります。

　また、政府と民間とで行われた同種の調査では、結果が異なる場合があります。
統計に限らず、資料を利用するときは、その数値や記述だけを見るのではなく、一
次統計の目的や対象、調査の方法、参考にしている資料などにも極力目を通し、恣
意的な、または紛らわしい表現に惑わされないようにしましょう。同種の資料をい
くつか比較検討することによって、研究対象への理解が深まることもあります。

● 出典を明記する
　入手した統計を引用・加工した場合（データを
もとにグラフを作成したり、複数の統計情報を一つ
にまとめたりした場合）も、必ず出典を明記しましょ
う。どこから引用したのかが曖昧な情報では信頼性
に欠けます。読み手が情報源を確認できるように
しましょう。

４．統計資料の探し方

４.1 統計を探す手順
　統計を探す流れとしては、まず索引やガイドブック、二次統計書で必要なオリジナ
ルの統計（一次統計）を特定した上で、入手する方法を確認するのが効率的です。
　官公庁の統計資料や白書類、どこにどのような統計があるか目星がある程度ついて
いる場合は、ダイレクトにその作成元、研究機関等のウェブサイト（データベース）
を検索してもよいでしょう。

引用の方法は
第 6 章で学習
するよ。

例：高齢者を取り巻く事故・事件の増加について－新聞の統計情報から－

ケース①　見出し：「高齢者　交通死増加：前年同期比 2倍」

よく読むと・・・　昨年：5名、　今年：10 名　（右図）
→　確かに倍増しているが、「急増」とは言えない。
　　偶然とも考えられる。
　　事故の原因・状況や 2011 年以前の件数等も
　　確認が必要。

ケース②　見出し：「高齢者の万引き、20 年連続で最多更新」

→　高齢者の数も年々増加し続けている。「犯罪に手を染める高齢者が増えている」と論じる
には、高齢者人口あたりの事件数や、強盗・放火など他の犯罪の発生状況も調べる
必要がある。

※（架空のデータ）
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■本章の目的
　大学図書館では、利用者のみなさんが求める学術情報を提供するために、さまざまな図書・
資料を収集していますが、一つの大学で収集できる図書・資料の数には限界があります。
そこで、全国の大学図書館等では、自館で所蔵していない資料を他館の協力により、利用
することができる相互利用協力協定を結んでいます。探している資料が本学にない場合は、
この制度によって他大学図書館等の資料を利用することができます。

１．相互利用制度
1.1 相互利用制度利用申込みの流れ

第5章 学内に所蔵されていない
文献の入手

・関西学院大学図書館蔵書検索　OPAC　https://opac.kwansei.ac.jp/
・電子ジャーナル（主に英語の学術雑誌論文）　https://sfx5.usaco.co.jp/kgu/az
・電子ブック　https://sfx5.usaco.co.jp/kgu/azbook
・関西学院大学リポジトリ　https://kwansei.repo.nii.ac.jp/
・KWEST（冊子体資料、電子資料、オープンアクセス資料等） 図書館Webサイト＞QUICK LINK＞KWEST
・CiNii Research （紀要・日本語学会誌）　https://cir.nii.ac.jp/
・西宮上ケ原キャンパス大学図書館B1階の目録カード
　（OPACに登録されていない1984年以前受入の部局図書室所蔵資料が確認できます）
・Google などの検索エンジン（インターネット上でオープンアクセスの有無を確認）

関学での所蔵を確認

・OPAC「他大学検索」　
・CiNii Books　https://ci.nii.ac.jp/books/
・国立国会図書館サーチ  https://iss.ndl.go.jp/
・WorldCat（データベース）

他大学・他機関の所蔵を確認

レファレンスカウンターで
ご相談ください。

・文献複写／図書貸借
　→OPACオンラインサービス、もしくは
　　レファレンスカウンターで申込み
・閲覧利用
　→レファレンスカウンターで申込み

学外相互利用の申込み

所属キャンパスにあり

他キャンパスにあり

文　献　の　入　手

なし

なし

あり

あり

4.2 統計を探してみよう
例：政府統計の総合窓口 e-Stat（https://www.e-stat.go.jp/）
　「e-Stat」は、各府省等の協力の下、総務省統計局が整備し、独立行政法人統計セ
ンターが運用管理を行っている政府統計ポータルサイトです。日本政府の統計関係情
報のワンストップサービスを実現することを目的に、各府省等のサイトに散在してい
た各種統計関係情報を集約し、各府省等が登録した統計データ、公表予定、新着情報、
調査票項目情報などの各種情報を閲覧することができます。

統計データを探す
統計分野や統計を作成した組
織から絞り込んだり、キー
ワード検索をしたりすること
ができます。

のボタンを押すと、
該当データが表示されます。

・所属キャンパスの大学図書館の配架場所へ
・（上ケ原キャンパス所属者のみ）
OPAC での配架場所が「○○学部」等の
場合は、そこをクリックして利用条件、
開室時間を確認し、直接その配架場所へ

・図書・資料の取寄せ
→OPAC オンラインサービス、もしくは
貸出・返却カウンターで申込み

・キャンパス間文献複写
→OPAC オンラインサービス、もしくは
レファレンスカウンターで申込み

・（三田・聖和キャンパス所属者のみ）
OPAC での配架場所が「○○学部」等の
場合は、そこをクリックして利用条件、
開室時間を確認し、直接その配架場所へ。
ただし、キャンパス間複写依頼は可能。

電子資料あり
・学内 LAN接続端末から利用
→図書館 Web サイト＞QUICK LINK＞
電子ブック、もしくは電子ジャーナル、
もしくはデータベース一覧

・学外の端末から利用
→図書館 Web サイト＞学外アクセス＞
学外アクセス機能を利用する＞ログイ
ン＞利用するサービスを選択
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■本章の目的
　大学図書館では、利用者のみなさんが求める学術情報を提供するために、さまざまな図書・
資料を収集していますが、一つの大学で収集できる図書・資料の数には限界があります。
そこで、全国の大学図書館等では、自館で所蔵していない資料を他館の協力により、利用
することができる相互利用協力協定を結んでいます。探している資料が本学にない場合は、
この制度によって他大学図書館等の資料を利用することができます。

１．相互利用制度
1.1 相互利用制度利用申込みの流れ

第5章 学内に所蔵されていない
文献の入手

・関西学院大学図書館蔵書検索　OPAC　https://opac.kwansei.ac.jp/
・電子ジャーナル（主に英語の学術雑誌論文）　https://sfx5.usaco.co.jp/kgu/az
・電子ブック　https://sfx5.usaco.co.jp/kgu/azbook
・関西学院大学リポジトリ　https://kwansei.repo.nii.ac.jp/
・KWEST（冊子体資料、電子資料、オープンアクセス資料等） 図書館Webサイト＞QUICK LINK＞KWEST
・CiNii Research （紀要・日本語学会誌）　https://cir.nii.ac.jp/
・西宮上ケ原キャンパス大学図書館B1階の目録カード
　（OPACに登録されていない1984年以前受入の部局図書室所蔵資料が確認できます）
・Google などの検索エンジン（インターネット上でオープンアクセスの有無を確認）

関学での所蔵を確認

・OPAC「他大学検索」　
・CiNii Books　https://ci.nii.ac.jp/books/
・国立国会図書館サーチ  https://iss.ndl.go.jp/
・WorldCat（データベース）

他大学・他機関の所蔵を確認

レファレンスカウンターで
ご相談ください。

・文献複写／図書貸借
　→OPACオンラインサービス、もしくは
　　レファレンスカウンターで申込み
・閲覧利用
　→レファレンスカウンターで申込み

学外相互利用の申込み

所属キャンパスにあり

他キャンパスにあり

文　献　の　入　手

なし

なし

あり

あり

4.2 統計を探してみよう
例：政府統計の総合窓口 e-Stat（https://www.e-stat.go.jp/）
　「e-Stat」は、各府省等の協力の下、総務省統計局が整備し、独立行政法人統計セ
ンターが運用管理を行っている政府統計ポータルサイトです。日本政府の統計関係情
報のワンストップサービスを実現することを目的に、各府省等のサイトに散在してい
た各種統計関係情報を集約し、各府省等が登録した統計データ、公表予定、新着情報、
調査票項目情報などの各種情報を閲覧することができます。

統計データを探す
統計分野や統計を作成した組
織から絞り込んだり、キー
ワード検索をしたりすること
ができます。

のボタンを押すと、
該当データが表示されます。

・所属キャンパスの大学図書館の配架場所へ
・（上ケ原キャンパス所属者のみ）
OPAC での配架場所が「○○学部」等の
場合は、そこをクリックして利用条件、
開室時間を確認し、直接その配架場所へ

・図書・資料の取寄せ
→OPAC オンラインサービス、もしくは
貸出・返却カウンターで申込み

・キャンパス間文献複写
→OPAC オンラインサービス、もしくは
レファレンスカウンターで申込み

・（三田・聖和キャンパス所属者のみ）
OPAC での配架場所が「○○学部」等の
場合は、そこをクリックして利用条件、
開室時間を確認し、直接その配架場所へ。
ただし、キャンパス間複写依頼は可能。

電子資料あり
・学内 LAN接続端末から利用
→図書館 Web サイト＞QUICK LINK＞
電子ブック、もしくは電子ジャーナル、
もしくはデータベース一覧

・学外の端末から利用
→図書館 Web サイト＞学外アクセス＞
学外アクセス機能を利用する＞ログイ
ン＞利用するサービスを選択
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図書貸借申込み時の注意

借り受けることができない資料があります
原則として、辞書等の参考図書、新刊図書、貴重図書、雑誌、白書・年鑑類、視聴覚資料、
CD-ROM等、その他所蔵館が定める図書・資料は借り受けることができません。

②図書貸借
　図書を所蔵館から郵送で借り受け、本学図書館内で利用することができます。
借り受けのできる図書の種類や借用期間は所蔵館の利用条件によって異なります。

到着までの日数
費　用

7 ～ 10 日程度

相互利用の申込みの際は・・・
必要とする図書や論文について、可能な限り下記の事項を確認した上で
お申込みください。

文献複写　　　：著者・論題・掲載雑誌（図書）名・巻号・ 発行年・掲載頁
図書貸借　　　：著者・書名・（版）・出版者・出版年
閲覧利用（図書）：著者・書名・（版）・出版者・出版年
　　　　（雑誌）：雑誌名・巻号・発行年

往復の郵送料の実費

借り受けた資料は図書館外へ持ち出せません

大阪梅田キャンパス・西宮北口キャンパスでは利用できません

関西四大学相互利用協定　※専任教員・大学院生のみ

本学と同志社大学・立命館大学・関西大学の図書館は相互利用協定を結んでいます。
本学の専任教員と大学院生（研究員は除く）は、学生証（身分証）を提示することにより、
事前申し込みをせずにこれらの大学図書館に入館し、所蔵資料
の閲覧・貸出・複写ができます。

③閲覧利用
　利用したい資料が本学にない場合は、所蔵している図書館へ閲覧に行くことができます。
事前に本学図書館から所蔵確認等を行い、紹介状を持参する必要がありますので、
閲覧希望日の３～５日前までにレファレンスカウンターにお申し出ください。

四大学でも、学部や研究室所蔵の資料を利用したい時は、
この協定は使えないんだ。
レファレンスカウンターで事前に申し込んでね。

1.2 学外相互利用制度の種類
　相互利用制度には、「文献複写」、「図書貸借」、「閲覧利用」の３種類があります。

文献複写申込み時の注意

１論文１件ずつ申し込んでください
同じ資料の中で複数箇所を依頼する場合も、必ず１件ずつ申込書を記入してください。
「特集」全体の依頼に関しても同様です。

【申込方法】

・文献複写・図書貸借の申込みは、OPACオンラインサービスをご利用ください。
図書館Webサイト ⇒ ライブラリーサービス ⇒ オンラインサービス ⇒ 他大学図書・資料の利用

・閲覧利用は、図書館レファレンスカウンターでご相談ください。

①文献複写
　雑誌の記事や論文、図書の一部分等が必要な場合、その部分のコピーを送ってもら
うことができます。  

到着までの日数
費　用

7 ～ 10 日程度
１枚 35 ～ 55 円程度のコピー料金・郵送料等の実費

複写範囲に制限があります
著作権法の規定により、図書の複写の場合、１冊の半分以下のページ数に限定されます。
また、雑誌の最新号の複写依頼はできません。

複写依頼できないケースがあります
複数著者による図書に掲載された個々の論文は、それ自体がひとつの著作物とみな
されるため、個々の論文について半分以上のページ数の文献複写の依頼はできません。
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図書貸借申込み時の注意

借り受けることができない資料があります
原則として、辞書等の参考図書、新刊図書、貴重図書、雑誌、白書・年鑑類、視聴覚資料、
CD-ROM等、その他所蔵館が定める図書・資料は借り受けることができません。

②図書貸借
　図書を所蔵館から郵送で借り受け、本学図書館内で利用することができます。
借り受けのできる図書の種類や借用期間は所蔵館の利用条件によって異なります。

到着までの日数
費　用

7 ～ 10 日程度

相互利用の申込みの際は・・・
必要とする図書や論文について、可能な限り下記の事項を確認した上で
お申込みください。

文献複写　　　：著者・論題・掲載雑誌（図書）名・巻号・ 発行年・掲載頁
図書貸借　　　：著者・書名・（版）・出版者・出版年
閲覧利用（図書）：著者・書名・（版）・出版者・出版年
　　　　（雑誌）：雑誌名・巻号・発行年

往復の郵送料の実費

借り受けた資料は図書館外へ持ち出せません

大阪梅田キャンパス・西宮北口キャンパスでは利用できません

関西四大学相互利用協定　※専任教員・大学院生のみ

本学と同志社大学・立命館大学・関西大学の図書館は相互利用協定を結んでいます。
本学の専任教員と大学院生（研究員は除く）は、学生証（身分証）を提示することにより、
事前申し込みをせずにこれらの大学図書館に入館し、所蔵資料
の閲覧・貸出・複写ができます。

③閲覧利用
　利用したい資料が本学にない場合は、所蔵している図書館へ閲覧に行くことができます。
事前に本学図書館から所蔵確認等を行い、紹介状を持参する必要がありますので、
閲覧希望日の３～５日前までにレファレンスカウンターにお申し出ください。

四大学でも、学部や研究室所蔵の資料を利用したい時は、
この協定は使えないんだ。
レファレンスカウンターで事前に申し込んでね。

1.2 学外相互利用制度の種類
　相互利用制度には、「文献複写」、「図書貸借」、「閲覧利用」の３種類があります。

文献複写申込み時の注意

１論文１件ずつ申し込んでください
同じ資料の中で複数箇所を依頼する場合も、必ず１件ずつ申込書を記入してください。
「特集」全体の依頼に関しても同様です。

【申込方法】

・文献複写・図書貸借の申込みは、OPACオンラインサービスをご利用ください。
図書館Webサイト ⇒ ライブラリーサービス ⇒ オンラインサービス ⇒ 他大学図書・資料の利用

・閲覧利用は、図書館レファレンスカウンターでご相談ください。

①文献複写
　雑誌の記事や論文、図書の一部分等が必要な場合、その部分のコピーを送ってもら
うことができます。  

到着までの日数
費　用

7 ～ 10 日程度
１枚 35 ～ 55 円程度のコピー料金・郵送料等の実費

複写範囲に制限があります
著作権法の規定により、図書の複写の場合、１冊の半分以下のページ数に限定されます。
また、雑誌の最新号の複写依頼はできません。

複写依頼できないケースがあります
複数著者による図書に掲載された個々の論文は、それ自体がひとつの著作物とみな
されるため、個々の論文について半分以上のページ数の文献複写の依頼はできません。
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3．正しい引用とは～レポートや論文の基本ルール～

3.1 引用の条件
　引用を行う時は、引用する他の資料を正確に理解し、著作権法で定められている以
下の引用の条件を満たす必要があります。正しく引用を行うことは、文章を書く際の
基本的なルールです。

　引用した文献を示さずに、他人の文章を本文中に書くこと（いわゆるコピペレポート）
は盗作・剽窃（ひょうせつ）にあたるもので、絶対に行ってはいけません。引用する
ときには、引用だとはっきりわかるように書き、必ず引用した文献の情報（出典）を
明記してください。

2.2 引用文献と参考文献の違い
　「引用文献」や「参考文献」という言葉を聞いたことがあると思います。分野によっ
ては両者を区別せずに「参考文献」と呼ぶこともありますが、ここで改めて整理して
おきましょう。
　引用文献は、レポートの本文中で言及した文献を指します。
　参考文献は、レポートの本文で言及はしていないが執筆の過程全体を通じて利用し
た文献を指します。
　この章では、引用を正しく行う技術を身につけてもらうためにも、引用文献と参考
文献を区別して扱います。

引用文献と参考文献の違い

引用文献：レポートの本文中で言及した文献

参考文献：レポートの本文で言及はしていないが、
　　　　　執筆の過程全体を通じて利用した文献

※両者を区別せずに「参考文献」と呼ぶこともある

著作権法で定められている引用の条件2）

① 引用の必然性があること。 

② 自分の文章が主で、引用が従であること。 

③ 自分の文章と他人の文章を括弧でくくるなどして、
　 区別をすること。 

④ 引用した著作物の出典を書くこと。

■本章の目的
　これまで、レポートの作成方法と様々な資料の探索方法を学んできました。この章で
は、様々な資料から集めた事実やデータを、レポート本文に利用する方法である「引用」
を学びます。レポートを書く際のルールであり、説得力を高めることにもつながります
ので、正しい引用方法を身につけましょう。引用した文献の詳細情報は、リストにまとめ
て記述します。リストの基本的な記述方法もマスターしてください。

１．文献から集めた素材を活用しよう

1.1 素材活用のために「引用」というテクニックを覚えよう
　これまで、レポートの作成方法と様々な資料の探索方法を学んできました。探した図
書や雑誌論文、新聞記事、統計資料を読むことで得られた「事実やデータ」は、様々な
文献から得られたいわばレポートの素材・材料です。この集めた素材を実際のレポート
に記述していく際に必要になるのが、「引用」というテクニックです。自分が努力して集
めた情報をきちんと読み手に理解してもらうため、正しい引用方法を身につけましょう。

2．引用とは～信頼性と説得力を高めるために～

2.1 引用の目的と効果
　「引用」とは、様々な文献から得た事実やデータ、意見などを自分の文章の中で紹介す
ることを指します。引用は、ただやみくもに行うのではなく、自分の主張のオリジナリティ
をアピールする、自分の主張の根拠とする、自分の主張を補強するために行います。信
頼性の高い情報を効果的に引用すれば、レポートの説得力を高める効果があります。

第6章 集めた素材を活用しよう

引用の四つの目的とメリット１）

他者の主張から研究史を編み、そこで明らかになっていない
部分を明確にすることで、自説のオリジナリティを高める。

①オリジナリティを高める

他者の事実や主張を根拠にして自己の主張を示すことで、
自説の確かさを担保する。

②自説の根拠にする

他者の主張を引き合いに出して、それを自己の主張に援用
することで、自己の主張を補強する。

③自説の応援団にする

他者の主張を引き合いに出して、その問題点を指摘すること
で、自己の主張を補強する。

④自説の仮想敵にする
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3．正しい引用とは～レポートや論文の基本ルール～

3.1 引用の条件
　引用を行う時は、引用する他の資料を正確に理解し、著作権法で定められている以
下の引用の条件を満たす必要があります。正しく引用を行うことは、文章を書く際の
基本的なルールです。

　引用した文献を示さずに、他人の文章を本文中に書くこと（いわゆるコピペレポート）
は盗作・剽窃（ひょうせつ）にあたるもので、絶対に行ってはいけません。引用する
ときには、引用だとはっきりわかるように書き、必ず引用した文献の情報（出典）を
明記してください。

2.2 引用文献と参考文献の違い
　「引用文献」や「参考文献」という言葉を聞いたことがあると思います。分野によっ
ては両者を区別せずに「参考文献」と呼ぶこともありますが、ここで改めて整理して
おきましょう。
　引用文献は、レポートの本文中で言及した文献を指します。
　参考文献は、レポートの本文で言及はしていないが執筆の過程全体を通じて利用し
た文献を指します。
　この章では、引用を正しく行う技術を身につけてもらうためにも、引用文献と参考
文献を区別して扱います。

引用文献と参考文献の違い

引用文献：レポートの本文中で言及した文献

参考文献：レポートの本文で言及はしていないが、
　　　　　執筆の過程全体を通じて利用した文献

※両者を区別せずに「参考文献」と呼ぶこともある

著作権法で定められている引用の条件2）

① 引用の必然性があること。 

② 自分の文章が主で、引用が従であること。 

③ 自分の文章と他人の文章を括弧でくくるなどして、
　 区別をすること。 

④ 引用した著作物の出典を書くこと。

■本章の目的
　これまで、レポートの作成方法と様々な資料の探索方法を学んできました。この章で
は、様々な資料から集めた事実やデータを、レポート本文に利用する方法である「引用」
を学びます。レポートを書く際のルールであり、説得力を高めることにもつながります
ので、正しい引用方法を身につけましょう。引用した文献の詳細情報は、リストにまとめ
て記述します。リストの基本的な記述方法もマスターしてください。

１．文献から集めた素材を活用しよう

1.1 素材活用のために「引用」というテクニックを覚えよう
　これまで、レポートの作成方法と様々な資料の探索方法を学んできました。探した図
書や雑誌論文、新聞記事、統計資料を読むことで得られた「事実やデータ」は、様々な
文献から得られたいわばレポートの素材・材料です。この集めた素材を実際のレポート
に記述していく際に必要になるのが、「引用」というテクニックです。自分が努力して集
めた情報をきちんと読み手に理解してもらうため、正しい引用方法を身につけましょう。

2．引用とは～信頼性と説得力を高めるために～

2.1 引用の目的と効果
　「引用」とは、様々な文献から得た事実やデータ、意見などを自分の文章の中で紹介す
ることを指します。引用は、ただやみくもに行うのではなく、自分の主張のオリジナリティ
をアピールする、自分の主張の根拠とする、自分の主張を補強するために行います。信
頼性の高い情報を効果的に引用すれば、レポートの説得力を高める効果があります。

第6章 集めた素材を活用しよう

引用の四つの目的とメリット１）

他者の主張から研究史を編み、そこで明らかになっていない
部分を明確にすることで、自説のオリジナリティを高める。

①オリジナリティを高める

他者の事実や主張を根拠にして自己の主張を示すことで、
自説の確かさを担保する。

②自説の根拠にする

他者の主張を引き合いに出して、それを自己の主張に援用
することで、自己の主張を補強する。

③自説の応援団にする

他者の主張を引き合いに出して、その問題点を指摘すること
で、自己の主張を補強する。

④自説の仮想敵にする
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4．引用文献・参考文献リストの書き方

4.1 文献リスト作成のタイミング
　文献リストはレポートの最後に付けますが、テーマを絞り込んで扱う問題を見つける
とき、着眼点を探すとき、自分の仮説を証明する根拠を探すとき、それぞれの時点で参
考になりそうな資料を見つけたらひとまずリスト化しておきましょう。そうすれば、何
度も同じような検索をする必要がなくなります。その後、レポートに使わなかった資料
があったらリストから取り除き体裁を整えてください。提出前には、指定された形式に
合っているか、記載漏れがないかなどの最終チェックも忘れずに行いましょう。

4.2 文献リストに必要な要素と記述方法

＜文献の種類ごとの例＞

（１） 図書（全体を参考にした場合）

　引用文献・参考文献リストには、読み手がその文献にたどり着くのに十分な情報を
書く必要があります。文献の情報がきちんと示されていれば、読み手は「これを根拠
にして言っているのか」と納得することができます。また、疑問に思うことがあった
場合には、その文献の内容を実際に確認することもできます。書くべき情報は文献の
種類によって異なりますので、例を参考に必要な要素を漏れなく記述してください。
　また、文献記述のルールはいくつかあり、各要素の記述方法や順序にも違いがあり
ますが、1 つの文献リストの中では統一した記述にするようにしましょう。
　なお、ここでは、"MLA(Modern Language Association)" と "APA(American 
Psychological Association)" が定めた２つのスタイルを紹介します。主に前者は
文学などの人文科学系分野で、後者は心理学だけでなく、政治学や社会学、教育学な
どの社会科学系分野で採用されています。

・著者や編者が複数いる場合、コンマ（,）で区切って全ての著者名を書きます。
・編者名や翻訳者、監修者には、名前の後に「編」「訳」「監修」を付けます。
・初版の場合、版表示は省略可能です。また、出版地も省略可能です。

1 著者名（編者名、訳者名、著作者としての団体名）、 2 書名（「̶」か「：」に続けて副題）、 
3【あれば】版表示やシリーズ・文庫名、 4 出版地（日本国内なら省略されることが多い）、 
5 出版社（者）、 6 出版年

和図書

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 56

戸田山和久『論文の教室：レポートから卒論まで』 新版 東京 , NHK 出版 , 2012．

戸田山和久（2012）『論文の教室：レポートから卒論まで』 新版 , 東京 , NHK 出版．

（MLA スタイル例）

（APA スタイル例）

3.2 引用文献の示し方
　引用を行った時には、引用箇所と引用文献リストに、引用した文献の情報を記述す
る必要があります。引用した文献の示し方には、「著者名・発行年方式」と「引用順方式」
があります。
　学問の分野や指導教官によってどちらの方式を採用するかが異なるので、レポート
を課された時に指示があればそれに従ってください。

著者名・発行年方式

…本文での引用箇所に著者名と発行年、ページを記述し、
引用文献リストには著者名・発行年順に文献を記述する

例）酒井（2007, P. 138） は、「ある特定の文献のおかげで知
り得たことなので、引用が必要である」と述べている。

＜引用文献＞
酒井聡樹 . これからレポート・卒論を書く若者のために . 
共立出版 , 2007, p. 138.

引用順方式

…本文での引用箇所（著者名か引用文の後）に引用順
に番号を振り、引用文献リストにはその番号順に文献
を記述する

例）酒井1） は、「ある特定の文献のおかげで知り得たことなので、
引用が必要である」と述べている。

＜引用文献＞
1）酒井聡樹 . これからレポート・卒論を書く若者のために . 
共立出版 , 2007, p. 138.
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4．引用文献・参考文献リストの書き方

4.1 文献リスト作成のタイミング
　文献リストはレポートの最後に付けますが、テーマを絞り込んで扱う問題を見つける
とき、着眼点を探すとき、自分の仮説を証明する根拠を探すとき、それぞれの時点で参
考になりそうな資料を見つけたらひとまずリスト化しておきましょう。そうすれば、何
度も同じような検索をする必要がなくなります。その後、レポートに使わなかった資料
があったらリストから取り除き体裁を整えてください。提出前には、指定された形式に
合っているか、記載漏れがないかなどの最終チェックも忘れずに行いましょう。

4.2 文献リストに必要な要素と記述方法

＜文献の種類ごとの例＞

（１） 図書（全体を参考にした場合）

　引用文献・参考文献リストには、読み手がその文献にたどり着くのに十分な情報を
書く必要があります。文献の情報がきちんと示されていれば、読み手は「これを根拠
にして言っているのか」と納得することができます。また、疑問に思うことがあった
場合には、その文献の内容を実際に確認することもできます。書くべき情報は文献の
種類によって異なりますので、例を参考に必要な要素を漏れなく記述してください。
　また、文献記述のルールはいくつかあり、各要素の記述方法や順序にも違いがあり
ますが、1 つの文献リストの中では統一した記述にするようにしましょう。
　なお、ここでは、"MLA(Modern Language Association)" と "APA(American 
Psychological Association)" が定めた２つのスタイルを紹介します。主に前者は
文学などの人文科学系分野で、後者は心理学だけでなく、政治学や社会学、教育学な
どの社会科学系分野で採用されています。

・著者や編者が複数いる場合、コンマ（,）で区切って全ての著者名を書きます。
・編者名や翻訳者、監修者には、名前の後に「編」「訳」「監修」を付けます。
・初版の場合、版表示は省略可能です。また、出版地も省略可能です。

1 著者名（編者名、訳者名、著作者としての団体名）、 2 書名（「̶」か「：」に続けて副題）、 
3【あれば】版表示やシリーズ・文庫名、 4 出版地（日本国内なら省略されることが多い）、 
5 出版社（者）、 6 出版年

和図書

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 56

戸田山和久『論文の教室：レポートから卒論まで』 新版 東京 , NHK 出版 , 2012．

戸田山和久（2012）『論文の教室：レポートから卒論まで』 新版 , 東京 , NHK 出版．

（MLA スタイル例）

（APA スタイル例）

3.2 引用文献の示し方
　引用を行った時には、引用箇所と引用文献リストに、引用した文献の情報を記述す
る必要があります。引用した文献の示し方には、「著者名・発行年方式」と「引用順方式」
があります。
　学問の分野や指導教官によってどちらの方式を採用するかが異なるので、レポート
を課された時に指示があればそれに従ってください。

著者名・発行年方式

…本文での引用箇所に著者名と発行年、ページを記述し、
引用文献リストには著者名・発行年順に文献を記述する

例）酒井（2007, P. 138） は、「ある特定の文献のおかげで知
り得たことなので、引用が必要である」と述べている。

＜引用文献＞
酒井聡樹 . これからレポート・卒論を書く若者のために . 
共立出版 , 2007, p. 138.

引用順方式

…本文での引用箇所（著者名か引用文の後）に引用順
に番号を振り、引用文献リストにはその番号順に文献
を記述する

例）酒井1） は、「ある特定の文献のおかげで知り得たことなので、
引用が必要である」と述べている。

＜引用文献＞
1）酒井聡樹 . これからレポート・卒論を書く若者のために . 
共立出版 , 2007, p. 138.
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（２）雑誌論文

・論文名は「」か“ ”に、雑誌名は『』に入れます。雑誌の場合、通常は雑誌の編集者
や出版社（者）は省略されますが、類似の雑誌名が多い時には（）に入れて記述され
ることもあります。また、掲載巻号を 63 巻 2 号と記述したり、掲載ページを
p.55-74 や 55-74 頁と表記したりする場合もあります。

1 著者名、 2 論文名、 3 掲載雑誌名、 4 掲載巻号、 5 刊行年（月）、6 掲載ページ

和雑誌掲載の論文

1 2 3 4

1 2 3 45

6

5 6

中島定彦 「選択行動における対応法則について」 『人文論究』（関西学院大学）63（2）, 
2013, 55-74.

中島定彦（2013）「選択行動における対応法則について」『人文論究』（関西学院大学）63（2）, 
55-74.

・APA では、デジタルオブジェクト識別子（DOI）があれば、ページの後に doi: に続け
てその番号を記載します。

・必ず論文名が先で、雑誌名は後の順になります。論文名は副題まで省略せずに表記し、
APA では最初だけ大文字にし、“ ”でくくりません。雑誌名（APA では巻号まで）
はイタリック体にします。出版年や掲載ページ数などの位置や記述方法も異なります。

・印刷物で出版された雑誌に掲載された論文の電子版や、電子ジャーナルのみで出された
論文の表記のルールについても、MLAと APAで異なりますので、詳しくは各スタイル
のマニュアルを参照してください。

洋雑誌掲載の論文（Journal Article）

1

1

3 4 6

2

2

3

4 5 6

5

Meirowitz, Adam. “Communication and Bargaining in the Spatial Model. ” International Journal 
of Game Theory. 35,2 (2007): 251-266. Print.

Meirowitz, A. (2007). Communication and bargaining in the spatial model.
International Journal of Game Theory, 35 (2), 251-266. doi:10.1007/s00182-006-0052-3

（MLA スタイル例）

（APA スタイル例）

（MLA スタイル例）

（APA スタイル例）

（論文集などの図書に掲載された一論文を引用・参照した場合）

1 著者名、 2 論文・章名、 3 編者名、 4 掲載書名（版表示やシリーズ名も併せて表記）、 
5 出版地、 6 出版社（者）、 7 出版年、 8 掲載ページ

和図書の一論文を引用・参照

1 2 3 4

5 6 7 8

1 7 2 3

54 6 8

丸本郁子 「図書館サービスとしての利用者教育の意義」 日本図書館学会研究委員会編 『図書館
における利用者教育̶理論と実際』 東京 , 日外アソシエーツ ,1994, 7-30.

丸本郁子（1994）「図書館サービスとしての利用者教育の意義」 日本図書館学会研究委員
会編 『図書館における利用者教育理論と実際』 東京 , 日外アソシエーツ ,7-30.

・著者名は、姓、コンマ、名前（APA はイニシャル）の順です。書名はイタリック体
かアンダーラインを引き、APA では書名と副題の最初だけ大文字になります。MLA
の最後にある Print. は印刷版という意味です。印刷物で出版された図書の電子版や、
電子出版物の表記のルールについては、各スタイルのマニュアルを参照してください。

洋図書

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

6

Wallwork, Adrian. English for Writing Research Papers. 2nd ed. Cham:Springer, 2016. Print.

Wallwork, A. (2016). English for writing research papers (2nd ed.). Cham:Springer.

洋図書の一論文を引用・参照

1 2

3

4

5 6 7 8

Cohen, Benjamin J. “The Macrofoundations of Monetary Power.” International Monetary 
Power. Ed. David M. Andrews. Ithaca: Cornell UP, 2006. 31-50.Print.

Cohen, B.J. (2006). The macrofoundations of monetary power. In D.M. Andrews (Ed.), 
International monetary power (pp. 31-50). Ithaca, NY: Cornell University Press. 

（MLA スタイル例）

（APA スタイル例）

（APA スタイル例）

（MLA スタイル例）

（APA スタイル例）

（MLA スタイル例）

・MLA では論文名は“ ”でくくりますが、APA では入れず、最初だけ大文字です。
出版年だけでなく、編者名（著者とは異なり、名・姓の順）や掲載ページの位置や記
述方法も異なります。APA では編者名の前に In が入ります。

1

4 5 68

37 2
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（２）雑誌論文

・論文名は「」か“ ”に、雑誌名は『』に入れます。雑誌の場合、通常は雑誌の編集者
や出版社（者）は省略されますが、類似の雑誌名が多い時には（）に入れて記述され
ることもあります。また、掲載巻号を 63 巻 2 号と記述したり、掲載ページを
p.55-74 や 55-74 頁と表記したりする場合もあります。

1 著者名、 2 論文名、 3 掲載雑誌名、 4 掲載巻号、 5 刊行年（月）、6 掲載ページ

和雑誌掲載の論文

1 2 3 4

1 2 3 45

6

5 6

中島定彦 「選択行動における対応法則について」 『人文論究』（関西学院大学）63（2）, 
2013, 55-74.

中島定彦（2013）「選択行動における対応法則について」『人文論究』（関西学院大学）63（2）, 
55-74.

・APA では、デジタルオブジェクト識別子（DOI）があれば、ページの後に doi: に続け
てその番号を記載します。

・必ず論文名が先で、雑誌名は後の順になります。論文名は副題まで省略せずに表記し、
APA では最初だけ大文字にし、“ ”でくくりません。雑誌名（APA では巻号まで）
はイタリック体にします。出版年や掲載ページ数などの位置や記述方法も異なります。

・印刷物で出版された雑誌に掲載された論文の電子版や、電子ジャーナルのみで出された
論文の表記のルールについても、MLAと APAで異なりますので、詳しくは各スタイル
のマニュアルを参照してください。

洋雑誌掲載の論文（Journal Article）

1

1

3 4 6

2

2

3

4 5 6

5

Meirowitz, Adam. “Communication and Bargaining in the Spatial Model. ” International Journal 
of Game Theory. 35,2 (2007): 251-266. Print.

Meirowitz, A. (2007). Communication and bargaining in the spatial model.
International Journal of Game Theory, 35 (2), 251-266. doi:10.1007/s00182-006-0052-3

（MLA スタイル例）

（APA スタイル例）

（MLA スタイル例）

（APA スタイル例）

（論文集などの図書に掲載された一論文を引用・参照した場合）

1 著者名、 2 論文・章名、 3 編者名、 4 掲載書名（版表示やシリーズ名も併せて表記）、 
5 出版地、 6 出版社（者）、 7 出版年、 8 掲載ページ

和図書の一論文を引用・参照

1 2 3 4

5 6 7 8

1 7 2 3

54 6 8

丸本郁子 「図書館サービスとしての利用者教育の意義」 日本図書館学会研究委員会編 『図書館
における利用者教育̶理論と実際』 東京 , 日外アソシエーツ ,1994, 7-30.

丸本郁子（1994）「図書館サービスとしての利用者教育の意義」 日本図書館学会研究委員
会編 『図書館における利用者教育理論と実際』 東京 , 日外アソシエーツ ,7-30.

・著者名は、姓、コンマ、名前（APA はイニシャル）の順です。書名はイタリック体
かアンダーラインを引き、APA では書名と副題の最初だけ大文字になります。MLA
の最後にある Print. は印刷版という意味です。印刷物で出版された図書の電子版や、
電子出版物の表記のルールについては、各スタイルのマニュアルを参照してください。

洋図書

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

6

Wallwork, Adrian. English for Writing Research Papers. 2nd ed. Cham:Springer, 2016. Print.

Wallwork, A. (2016). English for writing research papers (2nd ed.). Cham:Springer.

洋図書の一論文を引用・参照

1 2

3

4

5 6 7 8

Cohen, Benjamin J. “The Macrofoundations of Monetary Power.” International Monetary 
Power. Ed. David M. Andrews. Ithaca: Cornell UP, 2006. 31-50.Print.

Cohen, B.J. (2006). The macrofoundations of monetary power. In D.M. Andrews (Ed.), 
International monetary power (pp. 31-50). Ithaca, NY: Cornell University Press. 

（MLA スタイル例）

（APA スタイル例）

（APA スタイル例）

（MLA スタイル例）

（APA スタイル例）

（MLA スタイル例）

・MLA では論文名は“ ”でくくりますが、APA では入れず、最初だけ大文字です。
出版年だけでなく、編者名（著者とは異なり、名・姓の順）や掲載ページの位置や記
述方法も異なります。APA では編者名の前に In が入ります。

1

4 5 68

37 2
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（４）会議報告書（Proceedings）掲載の論文

１ 著者名、 ２ 論文・報告名、 ３ 会議報告書名、 ４ 編者 (あれば)、 ５会議開催地、６ 開催期間、 
７ 主催機関（団体）名、 8 出版地、 ９ 出版社（者）、 10 出版年、 11 掲載ページ

和書

1 2

3 5 6

7 8 9 10 11

高橋文代「表情の同定に及ぼす色の効果 - 顔パーツの形状変化に対する表情認知閾」

『日本心理学会第 75 回大会発表論文集』東京都日本大学文理学部 , 2011-09-15/17. 

日本心理学会大会準備委員会 . 東京 , 日本心理学会 . 2011, 702.

高橋文代（2011）「表情の同定に及ぼす色の効果 - 顔パーツの形状変化に対する表情認知閾」

『日本心理学会第 75 回大会発表論文集』東京都日本大学文理学部 , 2011-09-15/17. 

日本心理学会大会準備委員会 . 東京 , 日本心理学会 , 702.

1 210

3 5 6

7 8 9 11

・会議報告書掲載の 1 論文は基本的に「図書に含まれる 1 論文」として扱われるため、
同じ記述方式が取られます。会議開催団体名･開催地･開催年月がすべて会議報告書名
に含まれていますが、そうではない場合は、会議報告書名の後に記述します。

・会議報告書（会議録、発表論文集などの名称になっている場合も多い）は、開催年や
回がタイトルについた 1 冊の図書として扱われたり、毎年出版される年刊の雑誌とし
て扱われたりするため、注意が必要です。

洋書

1 2 3&7

1

8 911

2 410 3&7

5

5 6

6

4 8 9 10 11

Mann, Jill. “Chaucer and the 'Woman Question.” This Noble Craft: Proceedings of the 
Tenth Research Symposium of the Dutch and Belgian University Teachers of  Old  
and  Middle  English and Historical Linguistics, Utrecht, 19-20 January 1989.Ed. 
Erik Kooper. Amsterdam: Rodopi, 1991, 173-88. Print. 

Mann, J. (1991). Chaucer and the 'Woman question.' In E. Kooper (Ed.), This noble 
craft: Proceedings of the tenth research symposium of the Dutch and Belgian University 
Teachers of Old and Middle English and Historical Linguistics,Utrecht,19-20 January 
1989. (pp.173-188)  Amsterdam: Rodopi.

（MLA スタイル例）

（APA スタイル例）

（MLA スタイル例）

（APA スタイル例）

（３）新聞記事・一般雑誌掲載の記事

・新聞記事では著者名が記述されていないこともあり、その場合は記事名を著者名の位
置に書きます。

１ 著者名（あれば）、 ２ 記事名あるいは見出し、 ３ 新聞名・雑誌名、４ 刊行年月日、 
５ 掲載面あるいは掲載ページ

日本語新聞記事

1 2

3 4 5

1 4 2

3 5

野口知宏「携帯 3社値下げ、2000 億円減収要因、来期、市場飽和で伸びしろ小さく、非通信、
成長の柱に。」『日本経済新聞』（朝刊）2021 年 2 月 20 日 , 13 ページ .

野口知宏（2021 年 2 月 20 日）「携帯 3 社値下げ、2000 億円減収要因、来期、市場飽
和で伸びしろ小さく、非通信、成長の柱に。」『日本経済新聞』（朝刊）, 13 ページ .

外国語新聞記事・洋一般雑誌記事（Magazine Article）

1

1

3 4 5

2

2

3

4 5

Halbfinger, David M. “Politicians Are Doing Hollywood Star Turns.” New York Times 
6 Feb. 2007, late. ed.: E1+. Print.  

Weintraub, Arlene, and Laura Cohen. “A Thousand-Year Plan for Nuclear Waste.”
Business Week 6 May 2002: 94-96.Print.

Halbfinger, D.M. (2007, February 6). Politicians are doing Hollywood star turns. 
The New York Times (Late ed.), pp. E1, E7.

Weintraub, A. ＆ Cohen, L. (2002, May 6). A thousand-year plan for nuclear waste. 
Business Week, 3781, 94-96.

（MLA スタイル例）

（APA スタイル例）

（MLA スタイル例）

・主に米国では、学術雑誌（Journal）と一般雑誌（Magazine）は明確に区別され、
一般雑誌の記事は新聞記事と同様に扱われます。一般雑誌の記事を記述する時には、
刊行年月日を記載する必要があります（APA では号も必要）。

・インターネットやデータベースで提供されている新聞記事や雑誌記事の表記ルールも、
MLAとAPAで異なりますので、詳しくは各スタイルのマニュアルを参照してください。

1 4 2

3

1 4 2

3 5

5

（APA スタイル例）
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（４）会議報告書（Proceedings）掲載の論文

１ 著者名、 ２ 論文・報告名、 ３ 会議報告書名、 ４ 編者 (あれば)、 ５会議開催地、６ 開催期間、 
７ 主催機関（団体）名、 8 出版地、 ９ 出版社（者）、 10 出版年、 11 掲載ページ

和書

1 2

3 5 6

7 8 9 10 11

高橋文代「表情の同定に及ぼす色の効果 - 顔パーツの形状変化に対する表情認知閾」

『日本心理学会第 75 回大会発表論文集』東京都日本大学文理学部 , 2011-09-15/17. 

日本心理学会大会準備委員会 . 東京 , 日本心理学会 . 2011, 702.

高橋文代（2011）「表情の同定に及ぼす色の効果 - 顔パーツの形状変化に対する表情認知閾」

『日本心理学会第 75 回大会発表論文集』東京都日本大学文理学部 , 2011-09-15/17. 

日本心理学会大会準備委員会 . 東京 , 日本心理学会 , 702.

1 210

3 5 6

7 8 9 11

・会議報告書掲載の 1 論文は基本的に「図書に含まれる 1 論文」として扱われるため、
同じ記述方式が取られます。会議開催団体名･開催地･開催年月がすべて会議報告書名
に含まれていますが、そうではない場合は、会議報告書名の後に記述します。

・会議報告書（会議録、発表論文集などの名称になっている場合も多い）は、開催年や
回がタイトルについた 1 冊の図書として扱われたり、毎年出版される年刊の雑誌とし
て扱われたりするため、注意が必要です。

洋書

1 2 3&7

1

8 911

2 410 3&7

5

5 6

6

4 8 9 10 11

Mann, Jill. “Chaucer and the 'Woman Question.” This Noble Craft: Proceedings of the 
Tenth Research Symposium of the Dutch and Belgian University Teachers of  Old  
and  Middle  English and Historical Linguistics, Utrecht, 19-20 January 1989.Ed. 
Erik Kooper. Amsterdam: Rodopi, 1991, 173-88. Print. 

Mann, J. (1991). Chaucer and the 'Woman question.' In E. Kooper (Ed.), This noble 
craft: Proceedings of the tenth research symposium of the Dutch and Belgian University 
Teachers of Old and Middle English and Historical Linguistics,Utrecht,19-20 January 
1989. (pp.173-188)  Amsterdam: Rodopi.

（MLA スタイル例）

（APA スタイル例）

（MLA スタイル例）

（APA スタイル例）

（３）新聞記事・一般雑誌掲載の記事

・新聞記事では著者名が記述されていないこともあり、その場合は記事名を著者名の位
置に書きます。

１ 著者名（あれば）、 ２ 記事名あるいは見出し、 ３ 新聞名・雑誌名、４ 刊行年月日、 
５ 掲載面あるいは掲載ページ

日本語新聞記事

1 2

3 4 5

1 4 2

3 5

野口知宏「携帯 3社値下げ、2000 億円減収要因、来期、市場飽和で伸びしろ小さく、非通信、
成長の柱に。」『日本経済新聞』（朝刊）2021 年 2 月 20 日 , 13 ページ .

野口知宏（2021 年 2 月 20 日）「携帯 3 社値下げ、2000 億円減収要因、来期、市場飽
和で伸びしろ小さく、非通信、成長の柱に。」『日本経済新聞』（朝刊）, 13 ページ .

外国語新聞記事・洋一般雑誌記事（Magazine Article）

1

1

3 4 5

2

2

3

4 5

Halbfinger, David M. “Politicians Are Doing Hollywood Star Turns.” New York Times 
6 Feb. 2007, late. ed.: E1+. Print.  

Weintraub, Arlene, and Laura Cohen. “A Thousand-Year Plan for Nuclear Waste.”
Business Week 6 May 2002: 94-96.Print.

Halbfinger, D.M. (2007, February 6). Politicians are doing Hollywood star turns. 
The New York Times (Late ed.), pp. E1, E7.

Weintraub, A. ＆ Cohen, L. (2002, May 6). A thousand-year plan for nuclear waste. 
Business Week, 3781, 94-96.

（MLA スタイル例）

（APA スタイル例）

（MLA スタイル例）

・主に米国では、学術雑誌（Journal）と一般雑誌（Magazine）は明確に区別され、
一般雑誌の記事は新聞記事と同様に扱われます。一般雑誌の記事を記述する時には、
刊行年月日を記載する必要があります（APA では号も必要）。

・インターネットやデータベースで提供されている新聞記事や雑誌記事の表記ルールも、
MLAとAPAで異なりますので、詳しくは各スタイルのマニュアルを参照してください。

1 4 2

3

1 4 2

3 5

5

（APA スタイル例）
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（５） ウェブサイト（ウェブページや動画サイトなど）

1 著者名（あれば）、 2 ウェブページのタイトル、 3 ウェブサイトの名称あるいは管理者名、 
4 更新日付（分かれば）、5 URL、 6 アクセス日
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5

2 3 4

2 3 4

5 6
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Lee, C. (2016, November 30). Writing Website In-Text Citations and References [Blog post]. 
APA Style Blog. Retrieved February 25, 2021, from

https://blog.apastyle.org/apastyle/2016/11/writing-website-in-text-citations-and-references.html

（MLA スタイル例）

・「図書館の自由に関する宣言」については、ここでは、改訂された年を更新日付として
います。
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2
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（APA スタイル例）
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・「図書館の自由に関する宣言」については、ここでは、改訂された年を更新日付として
います。
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（APA スタイル例）
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