
①レポート作成と図書館 

②STEP2.テーマに関する資料を集める 

 辞書、事典・新聞 

③STEP3,4.関連文献の調査・文献の入手 

 OPAC、国内の雑誌記事・論文、海外の雑誌記事・論文、 

 国内外の図書・雑誌記事・論文、学外の資料 

参考文献入手テクニック 2015年版 
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①テーマの
選択 ②事前調査 

③仮アウトライ
ンの作成 

⑤文献の 
入手 

⑥文献の読解
と整理 

⑦最終アウト
ラインの作成 

⑨出典の
表示 

⑩仕上げ 

④関連文献の
調査 

⑧執筆・ 
校正 

参考資料 

『レポート・論文を書こう！：誰にでも書ける
10のステップ』（DVD） 

①レポート作成と図書館 

レポート作成の手順 
☝    の部分は大学図書館がサポートできます。 
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 →大学図書館を活用しよう！ 

学習に適した資料 
 ・図書 
 ・辞書類 
 ・雑誌、新聞 

信頼できる情報を 
調べるためのツール 

 ・データベース 
 ・電子ジャーナル 

信憑性、信頼性の高い情報を得るには 

大学図書館には・・・ 

があります。 
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意見の裏付けやその情報は 
データベース・電子ジャーナルで入手できる 

資料の場所 
雑誌の 
目次情報 

雑誌の目次情
報＋本文 

雑誌 新聞 企業情報 

統計（Excel等
に加工できる） 

辞書・事典 

図書館ＨＰがアクセス口です 
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まずは、HPにログイン！ 
自分仕様のHPに！ 

※ID/PWは学院ポータルと同じもの 

お知らせは、一覧のArchiveか
ら過去履歴も見られます。 

図書館サービスの窓口  青山学院大学図書館HP 
http://www.agulin.aoyama.ac.jp/ 

本館・相模・短大の3館と 
8号館図書室（AV資料）の 
開館カレンダー 

学院の他サイト情報 

講習会情報 
(ガイダンスの案内)など 
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学内の資料を探す 
システム(OPAC) 

 
・データベース（調べるツール） 
・電子ジャーナル   (AURORA e-resources) 
・青学所属の研究者の成果  (AURORA- IR) 
・役に立つサイト集 (フリーサイト） 

    

利用状況照会、延長、 
メアド変更、文献複写、
レファレンス申し込み、
購入希望、メールアド
レス変更など 

AURORA-Searchは、蔵書・論文・ 
電子ジャーナルをまとめて検索できる。 
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データベースの入口 

データベースの入口は
３ヵ所 

・アルファベット順リスト 
・目的別 
・分野別 
・複合検索 
 4つの中から有効な 

 データベースを選択 
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②STEP2. 
テーマに関する情報を集める 

レポートを書くために必要な情報検索は、 
GoogleやYahooだけではダメ？ 
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辞書・事典 
定説・通説を調べる 
事前調査のための該当分野・関連分野の定説・通
説が調べられる。 

統計・白書 

数値的データの利用 
事実関係の検証や考察のために、数値的なデータ
を入手する。どの様な白書があるのか調べるための
『白書の白書』もあり。 

年鑑 

最近の動向を調べる 
特定の地域や分野について、最新のできごと、動向
や統計などが掲載されている。年報、年表ともいい、
『読売年鑑』、『出版年鑑』、『貿易年鑑』、『理科
年表』などがある。 

事前調査のツール  
  ①-1.概説書,入門書、ハンドブック以外で調査のために図書館に置いてある資料 

    *禁帯出資料： 館内で閲覧・複写のみ可 (一般図書と分けて配架) 
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■百科事典・専門事典 

・標準的記述がされている 

・各分野の専門家が執筆している 

 

■白書・年鑑・統計 
・「白書」で政府の施策の現状がわかる 

・数値的なデータは論文に説得力 

「日本統計年鑑」2015年 青１Ｆ年鑑白書 

国土，人口，経済，社会，文化などの広範な分野にわたり、 

官公庁や民間調査機関などが作成した統計調査から、 

基本的なデータを編集 ※Web上でも閲覧できる！ 

本館図書館１Fマップ 

 事前調査のツール・参考図書 
百科事典 

参考書誌 
 ・文書目録 
 ・文献目録 

参考図書 

・白書 
・年鑑 
・統計 
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ジャパンナレッジLib  目的別 ＞ 辞書・事典をひく  

データベースとは？ 
情報を検索しやすいように配列し
て蓄積したもの。 
 

論文、新聞記事、企業情報の検索、
百科事典、用語辞典の機能をもつ
ものなど、分野も内容もさまざま。 

ログイン 

①-2.辞書機能をもつデータベース  

  

事前調査のためのデータベース 

データベースを利用する時は 
こちらを確認！！ 
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【一般紙】 

   ・全国紙 （例：『朝日新聞』,『日本経済新聞』） 

   ・地方紙 （例：『北海道新聞』,『河北新報』） 

 

 

【専門紙】 ある一つの分野だけを専門に扱う記事を掲載する新聞 

   ・業界紙  各個別産業の情報を取り扱う新聞（例：『農機新聞』） 

   ・機関紙  ある団体や組織が、その主義・主張や活動の宣伝等のために 

         発行する新聞（例：『キリスト新聞』） 

   ・スポーツ紙  スポーツの報道や読み物に主眼をおいた新聞。     

                          娯楽、芸能記事も多く掲載（例：『日刊スポーツ』） 

 

 

新しい話題のテーマは、まだ図書や論文が出ていないので新聞が有効。 

①-3.新聞記事 

事前調査のツール  
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□新聞原紙 日付や期間が決まっている場合 
本館1階新聞架 最新～1、2か月分 古いものは新書庫  

 ※新聞によって保存期間が違う 
 

□縮刷版 期間が決まっている場合 月ごとの索引 
本館1階雑誌架奥、古いものは新書庫  

 ※OPAC ○○新聞 縮刷版で検索 
 

□マイクロフィルム（明治・大正の毎日新聞、東京新聞など） 
 

□新聞記事検索データベース 
   全文記事を収録。キーワードで記事検索ができる。 

  また、辞書機能や人物データベース、新聞社の発行雑誌記事 など、 
  新聞以外の検索機能があるものが多い 

①-3.新聞記事を探す  

＊学内に所蔵がない場合→国立国会図書館・新聞資料室 
全国紙、地方紙、業界紙、政党紙、スポーツ紙など、約7,500タイトルに上る
日本語の新聞と、主要な外国紙約1,500タイトルを所蔵。原紙、縮刷版・復刻
版、マイクロフィルム、マイクロフィッシュなど、さまざまな形態で保存。 
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①-3.新聞記事を探す 青学契約データベース（国内） 
データベース> 目的別リスト>新聞記事・ニュースを読む 

1992年から産経新聞に
掲載された約100万件の
記事を収録 

新聞記事以外にも約3万社の 

基本情報（企業・人事）等を収録 

・1981年からの全文記事 

朝日新聞の全文記事 （明治12年(1879年)～現在）  

・人物データベース  

・歴史写真アーカイブ ・AERA（1988年5月～）  

・週刊朝日（2000年4月～ ） ・知恵蔵 

・1987年からの毎日新聞全文 

 データベース 

・週刊エコノミスト 

 1989年10月31日～ 

・過去紙面データベース  

・明治7（1874）年の創刊から 

 昭和64（1989）年までの読売 

 新聞紙面イメージ 

・昭和61（1986）年からの読売 

 新聞記事 

・Japan News（元THE DAILY  

 YOMIURI）紙(1989～) 
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フリーサイト（http://www.abyznewslinks.com/） 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ＞目的別ﾘｽﾄ＞新聞記事・ニュースを読む 

A F P  W o r l d  A c a d e m i c  A r c h i v e   

L e x i s N e x i s  a t  l e x i s . c o m   

ABY Z  

P r o QUE ST  

個人用のID/PW申請が
必要（図書館1Ｆレファレ
ンスカウンターまで） 

ＡＦＰ通信社提供のＤＢ。
個人ＩＤ/PW設定が必要 

世界の新聞が調べられる。
かなり小さな町の小さな新
聞でも掲載されている。  

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ＞目的別ﾘｽﾄ＞新聞記事・ニュースを読む 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ＞目的別ﾘｽﾄ＞新聞記事・ニュースを読む 

①-3.新聞記事を探す 青学契約データベース（海外） 
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速報性が高い 

内容が豊富 

新聞記事 

雑誌記事・論文 

図書 

最新の動向を調べる 
複数紙から記事を収集し、編集的に
読むことによって、最新の動向について
の情報を得られる。 

個別の研究内容を調べる 
研究者の研究成果は、学術雑誌や
学術講演で発表されるため、多様な
専門領域の研究成果の詳細は、そ
れぞれの分野の学術雑誌から得るこ
とができる。 

学術的体系を知る 
出版されるまでに時間がかかるが、一
つのテーマについて詳しくまとめられてい
る。 

資料の種類と特性 

③STEP3・4 関連文献の調査・文献の入手 
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●ブラウジング (書架をながめて探す) 

●OPACを利用する (Online Public Access Catalog ) 

 → Web上に公開された図書館の蔵書カタログ 

 

  

  

 

 

 

 ■ 検索項目 タイトル、著者、キーワード、資料種類、配置場所 

 ■ 範囲   本館、短大、万代記念図書館 

 ■ 資料   一般図書、雑誌、新聞、視聴覚資料、修士論文 

OPACで、何がわかるか？何ができるか？ 
→どのような本があるか、図書館のどこにあるか、借りられる状態か、 

  さらに、取寄せ、予約までできる！ 

青学蔵書数 
約170万冊 

①学内で図書を探す 学内OPAC 
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①学内で図書を探す 学内OPAC 

●幅広く探す時は簡易検索 

●書名など内容を絞り込む時は、詳細検索 

検索項目を絞
り込める 

簡易検索は、全項目検索
なので、たくさんヒット
する 

書名がわかっている時は、
詳細検索が早い 
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予約・他キャンパスからの取り寄せ 
• 取り寄せ/予約 

 
  利用したい図書が貸出中の場合、予約が可能。 
  返却され次第、E-mailでお知らせします。  
  別キャンパスの資料（青山なら相模原キャンパスの資料）は、取り寄せできます。 
※OPACから手続きが可能 
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②雑誌記事・論文を探す 

• ブラウジングで探す 
– 雑誌を開いてどのような記事があるか探す 

– 関心のある記事を読む・コピーして利用する 
 

– 1階雑誌架 
• 新着雑誌 

 

– BF雑誌架、新書庫 
• バックナンバー 

• 製本された雑誌 
 

１階 地下 
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• 雑誌記事索引やデータベースを使う 

 

 

 
 

どのような 
記事・論文が
あるか調べる 

入手方法を 
確認する 入手 

●入手先 
 

・学内に所蔵している雑誌 
・電子ジャーナル 
・データベースが提供する本文 

②雑誌記事・論文を探す 
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大宅壮一文庫 
雑誌記事索引 

学会誌や大学の紀要など
国内の学術論文検索 

 

→先行研究 

大衆誌、週刊誌、文芸誌などの
一般誌を中心とした記事検索 

 

→実務・事例 

CiNii Articles J-STAGE 

（例） 

日経BP記事検索
サービス 

内容によって使うツールを分ける 

②-1.国内の雑誌記事・論文 

青山学院大学図書館本館 22 



＜ポイント＞海外文献を探す時は 
目的によって使うツールを分ける 

欲しい論文、 

読みたい雑誌がある 

キーワードで 

論文を集めたい 

電子 
ジャーナル 

データベー
ス 

AURORA e-resources 
Oxford Journals他 

Science Direct 
ProQuest 
EBSCO host 

②-2.海外の雑誌記事・論文 
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・青学は、数多く電子ジャーナル・電子ブックを契約 

（海外文献が主流） 
一括で探せるリンクがあります 
HPトップ、またはMy Library から 
AURORA e-resources 

②-2.海外の雑誌記事・論文 

24 青山学院大学図書館本館 



キーワードから海外論文を探す 

• 代表的なＤＢ 

ProQuet 
・学術誌、学位論文、新聞の他、   

 ワーキングペーパー、業界の報 
 告書、企業情報等も収録 
・学位論文は抄録のみだが、 
 購入できる 

 

EBSCOhost 
・音楽、図書館等幅広い分 
 野を網羅 
・学術誌、企業情報の他、 
 e-Bookも収録 
・経営、経済学の全文収録 
 タイトル数 ：約12,200誌 
 

②-2.海外の雑誌記事・論文 
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AURORA SEARCH（2014新機能） 
 

・OPAC・電子ジャーナル・電子ブックをまとめて 

横断検索する 

（データベース一覧にあるデータベースはほぼ収録、 

 医中誌など日本語論文は未収録もあり） 

・学外コンテンツも合わせて検索可 

・学外と学外では検索結果が異なるので注意 

OPAC 

電子ジャーナル 

電子ブック 

AURORA-SEARCHで 

まとめて 

検索可能 

イメージ 

②-3.国内・海外の図書・雑誌記事・論文 
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AURORA=SEARCHタブを選択 

①KWを入力して「検索」を  
 クリック 

オプションで 
学外検索も可 

①KWを入力 

②情報を 
入力して検索 

簡易検索 

詳細検索 

※入力のルール 
・「論文タイトル」「主題」「著者名」「出版
社」「雑誌名」「ISBN」「ISSN」「DOI」で検索
が可 
・絞り込み・除外も選択可 
・ フレーズ検索の場合は“ ”で囲む 
・トランケーション検索可 
（前方一致、後方一致が利用可。 
 新聞＊/＊新聞等） 
・結果はタイトルとの関連が高い順 
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③欲しい資料が学内になかったら？ 
 ～他の図書館を利用する～ 
 
1. 山手線コンソーシアム 
 
2. 日本赤十字看護大学（コンソーシアム提携校） 
 
3.国連大学図書館 
 
4. 相互協力 
 
5. 国立国会図書館 
 
6. 公共図書館 
 
7. 専門図書館 

貸出可 

貸出可 

（館によって）貸出可 

貸出可 
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③-1.山手線コンソーシアム 

学生証の提示により 

下記の大学図書館の利用ができます 
 

・学習院大学…（本館・法経） 

・國學院大學…（渋谷） 

・法政大学……（市ヶ谷・多摩・小金井） 

・東洋大学……（白山・朝霞・川越・板倉） 

・明治大学……（中央・和泉・生田・中野） 

・明治学院大学（白金・横浜） 

・立教大学……（池袋・新座） 
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山手線コンソ館の 
蔵書を調べるには？ 
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③-2.コンソ館以外 
《図書館相互協力について （国内） 》 
本学に所蔵のない資料は、本学図書館経由で所蔵している他機関へ問い合わせ、 
下記の利用を許可していただける場合があります。 
 

•本学図書館の「紹介状」持参で、自分で直接所蔵館へ行く（貸出不可） 

•相手館を訪問する日付・閲覧資料を指定する。 

•「紹介状」の即日発行不可。申込は相手館の2開館日前まで。 

•（国立大学の図書館は一部身分証のみで利用可） 

紹介状 

•資料のコピーを取寄せる（著作権の範囲内で必要部分のみ）。 

•複写料、送料は自身で負担。資料到着時に支払。 

•【目安】1枚40円～60円前後＋送料（200円前後） 

•【日数目安】依頼～到着 平均1週間～10日 

文献複写 

•資料現物を取寄せ、図書館内で利用（館外への持出・個人貸出不可） 

•複写は著作権の範囲内。 

•送料、返送料は自身で負担。資料到着時に支払。 

•【料金目安】1冊およそ1000円～1500円 

•【日数目安】依頼～到着 平均1週間～10日、利用期間 1週間～20日 

相互貸借 

《 必要な資料について、事前に本学での所蔵等を調査してから 
レファレンスカウンター・My Libraryにお申し込みください 》 

相手館の開館日（入試、長期休暇）の状況で、日数が変わ
ることがあります 
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(国内)全国の大学図書館OPAC Webcat Plus 

国立情報学研究所が提供する 
無料の情報サービス。 
江戸期前から現代までに出版され
た膨大な書物が対象。全国の大学
図書館1000館や国立国会図書館
の所蔵目録などを含む。 

あるテーマに関連する 
資料を調べる時に便利 
たくさんヒットする 

特定資料の所蔵館を
探す時に便利 

文章からも検索できる 

連想ﾜｰﾄﾞで 
絞込み 

ヒット件数が多いので 
「連想ワード」で絞込む 
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•相手館によって事前連絡の有無・必要書類等が異なる。 

•本学図書館の「紹介状」または相手館指定の身分証等持参で、自分で直

接所蔵館へ行く（貸出不可）。 

•相手館を訪問する日付・閲覧資料を指定する。 

•相手館への即時問い合わせ及び「紹介状」の即日発行不可。 

紹介状 

•資料の複写を取寄せる（著作権の範囲内で必要部分のみ）         
※複写可能範囲は相手国によって異なる。 

•複写物がPDFデータで到着した場合、図書館が印刷代別途請求       
（モノクロ1枚10円、カラー1枚40円） 

•複写料、送料は自身で負担。チャージ（調査料、手数料）がかかる場合有、
その場合も自身で負担。支払は到着時ではなく2～3カ月後になること有。 

•【日数目安】依頼～到着 1～2ヶ月 

文献複写 

•資料現物を取寄せ、図書館内で利用（館外への持出、個人貸出不可） 

•複写は著作権の範囲内 ※複写範囲は相手国によって異なる 

•送料、返送料は自身で負担。チャージ（調査料、手数料）がかかる場合有、
その場合も自身で負担。支払は到着時ではなく2～3カ月後になること有。 

•【日数目安】依頼～到着:1～2ヶ月、利用期間:1日～ 

相互貸借 

③-2.コンソ館以外 
《図書館相互協力について（海外）》 
本学に所蔵がなく、国内の他機関でも所蔵がない資料は、海外の図書館へ問い合わせ 
下記の利用を許可していただける場合があります 
 

《 必要な資料について、事前に本学での所蔵等を調査してから 
レファレンスカウンター・My Libraryにお申し込みください 》 

文献複写・貸借の申込の際は、 
必ず上限額（MAX COST）をお知らせください 
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(各国の図書館情報を入手できる)OCLC First Search 

国内で入手できなければ、 
海外の図書館 
（Worldcat検索）を確認 

Worldcatで検索 

■図書館HP ＞ データベース ＞ アルファベット順 ＞ O  

学外からはID/LDAP認証。
同時アクセスは２ 

OCLC(Online Computer Library Center, Inc.)提供のデータベース。Worldcatでは、
日本だけでなく世界中で刊行された資料の検索、世界170ヶ国/地域の72,000以
上の機関の所蔵情報が調べられる。 
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・国立国会図書館法の「納本制度」により、国内の全ての出版物が納本される。 

・所在は永田町 ・満18歳以上であれば誰でも利用、閲覧できる  

・貸出は不可、複写は申込制 

・ほとんどの資料は閉架のため、利用者登録のうえ（学生証）出納してもらう 

・所蔵・所在はNDL-OPACで調べられる 

 

憲政資料室・・・ 
近現代日本政治史に関
する資料を所管。 
個人の日記や書簡 
 
→利用は申請書が必要 

 
③-3.学内に所蔵のない資料の入手方法 国立国会図書館（NDL） 
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DB等、Webで入手できるか 

AURORA e-resources ・ CiNii Articles ・ 機関リポジトリ  

発行元機関のH.P.  ・ 各国の国立図書館 ・ 

Google Scholar ・ Google Books ・ Internet archive 

本学で入手できるか 

OPAC（本館、相模原、短大、各研究室） 

 

学外で入手できるか 

山手線沿線コンソーシアム ・ 相互協力（他大学図書館） ・  

国立国会図書館 ・ 公共図書館（地域の大学図書館利用可否） ・ 

専門図書館 ・ 海外の図書館 

＜まとめ＞効率のよい資料入手手順 
ケース1. 
欲しい資料が具体的に 
決まっている場合 
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辞書事典を調べる 
・定義を確認 

・類語・キーワードを増やしておく 

OPACを検索（図書） 

学内にない時は、Webcat PlusやCiNii Books 

海外文献はWorldcatで検索 

目次機能データベースで検索（記事・論文） 
＜国内＞CiNii Articles（一部本文掲載有） 
    e-レファレンスライブラリー・その他専門DB 
＜海外＞JSTOR・ProQUEST・EBSCOhost・その他専門DB 

新聞データベースを検索 

・まだ論文もあまりない新しい情報は、新聞記事で探す 

海外は、 
本文掲載され
ている 
DBが多い 

ここで欲しい論文を確定させ
たら、ケース1の方法で入手 

ケース2. 
テーマは決まっているが 
欲しい資料が具体的ではない場合 
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青学図書館にないか？ 

 CiNiiで公開されていないか？ 

    電子ジャーナルで見られないか？（※補足 参照） 

             WEBで公開されていないか（著者HP、google books） 

レファレンス 
• 「●●」についての調べ方を回答 

 <例>・各国の航空会社の事故統計 

    ・芥川龍之介が観賞したという音楽会は    

     本当に存在するか 

• 資料とサービスの多様化の道しるべ 

Webの発達 
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各種オリエンテーション 

• 研究に必要な資料収集方法の案内 

  →図書館主催・不特定多数向け 

    （一斉講習・個別講習） 

 

  →授業単位で行なうもの（教員申込） 

 

進路・就職センター、 
情報メディアセンターと協働も 
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図書館HPからの 
  ログアウトは 
  お忘れなく！ 

   ご質問はいつでも図書館１F 
レファレンスカウンターまで。 
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