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Library Explorer Vol.3

チャート式

日本で年間に出版される本は、およそ 8 万冊！
たどりつくにはコツがあります。

文献資料入手法

膨大な出版物の中から、自分が必要な資料に

START
オリエンテーションに参加しよう！
「SERVICE GUIDE」を見ながら
利用方法や施設を紹介します

大学図書館を
初めて利用する

NO
NO
調べるテーマと
見たい資料が
はっきりしている

データベース「ジャパンナレッジ Lib」や、百科事典、現代用語辞
典、歴史事典、人名事典、専門用語辞典などの「参考図書」を使っ
てみよう。 ⇒ 参考図書は 2 階へ

YES

AURORA-OPAC で
青学の蔵書を検索

便利なデータベース
を使ってみよう！

「OPAC で図書・雑誌を探そう」

青山にあり
青山本館・短大から
取り寄せて翌日到着
貸出中の本は
予約を申し込む

メインカウンターで
貸出手続き、
館内閲覧、コピー

GOAL!

文献資料入手！

Library Explorer Vol.2
「青学生のためのデータベ－ス入門」

●雑誌記事・論文・電子ジャーナルを探す
和雑誌 ⇒ CiNii Articles、大宅壮一文庫雑誌記事索引、他
洋雑誌 ⇒ EBSCOhost、ProQuest、JSTOR、他
電子ジャーナル ⇒ AURORA e-resources
●新聞記事を探す
日本の新聞 ⇒ 聞蔵Ⅱビジュアル、毎索（マイサク）
日経テレコン 21、ヨミダス歴史館
海外の新聞 ⇒ ProQuest、Financial Times 電子版、他

Library Explorer Vol.1

相模原にあり
配架場所・請求記号
・状態を確認して
本を探す
地下の本は出庫する

テーマに関する基礎知識や
キーワードを確認しよう！

Library Explorer Vol.４「誰でもできる新聞記事の探し方」

NO

青山学院にない時は
●購入希望を My Library から申し込む
1 カ月程度かかります（洋書は 3 カ月）
●書店で購入
オンライン書店 e-hon は購買会受取で 10％引（要登録）
●他大学の図書館を利用する
所蔵を調べるツール
・山手線沿線私立大学図書館コンソーシアム OPAC
・CiNii Books（他大学）
・NDL-OPAC（国立国会図書館）
・神奈川県内大学図書館のウェブサイト
・カーリル（大学・公共図書館）
・地元の公共図書館や都立・県立図書館のウェブサイト
●レファレンスカウンターに相談する
・所蔵調査
・他大学図書館利用のための紹介状の発行
・文献複写や現物資料の国内外からの取り寄せ（有料）※4 年生以上
・データベースの検索指導や有料データベースの代行検索
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Library Explorer Vol.3 「チャート式文献資料入手法」

参考文献
文献の巻末や章末には、
「参考文献」として著者が参照・引用した資料が掲載されています。
気になるタイトルをたどってみましょう。
（掲載例）
●図書
著者名．書名．出版社，出版年．総ページ数
高橋麻奈．入門テクニカルライティング．朝倉書店，2005, 165p.
Sides, Charles H., How to write & present technical information. 3rd ed. Cambridge University Press,
1999, 209p.
●雑誌論文
著者名．論文名．雑誌名．出版年，巻号数，ページ．
会津泉．ネット社会は誰が管理する．中央公論．2000，Vol.115，No.8，p.126-137
Losee, Robert M. Browsing mixed structured and unstructured data. Information Processing &
Management. 2006, 42(2), 440-452
●ＷＥＢサイト
著者名．
“Web ページの題名”
．Web サイトの名称．
（媒体）
，URL，
（入手日付）
科学技術振興機構．
“科学技術情報流通技術基準．参照文献の書き方（補遺） 電子文献参照の書き方” ．
（オン
ライン）
，http://sti.jst.go.jp/sist/handbook/sist02_2007/main.htm，
（参照 201７-11-20）

レポート・論文の書き方
レポート・論文を作成するときに役に立つ資料の一例を紹介します。
●文献探索、情報検索法
調べるって楽しい! : インターネットに情報源を探す / 大串夏身著 – 青弓社,
2013.
資料検索入門 : レポート・論文を書くために / 市古みどり編著 ; 上岡真紀子,
保坂睦著 - 慶應義塾大学出版会, 2014.
●レポート・論文の書き方
論文・レポートの基本 : この 1 冊できちんと書ける! / 石黒圭著 - 日本実業
出版社, 2012.
ゼロからわかる大学生のためのレポート・論文の書き方 / 石井一成著 - ナツ
メ社, 2011.5.
論文&レポートの書き方: 90 分でコツがわかる！/ 泉忠司著 - 青春出版社,
2009.7.
大学生のためのレポート・論文術 / 小笠原喜康著. – 講談社, 2009.11 --（講
談社現代新書 ; 2021）
●英文レポート・論文の書き方

分類番号：007，015
3F 一般 000
007.58/O26S
3F 一般 000
007.58/I14S
分類番号：816.5
3F 一般 800
816.5/I73R
3F 一般 800
816.5/I75Z
3F 一般 800
816.5/I99R
3F 一般 800
816.5/O22D/2009
分類番号：836.5
3F 一般 800
英語論文の書き方入門 / 迫桂, 徳永聡子著. – 慶応義塾大学出版会, 2012.4.
836.5 / SA43E
英文ライティングと引用の作法 : 盗用と言われないための英文指導 / 吉村富 3F 一般 800
美子著. - 研究社, 2013.6.
836.5/Y91E
A manual for writers of research papers, theses, and dissertations :
Chicago Style for students and researchers / Kate L. Turabian. – 8 3F 一般 800
ed. -University of Chicago Press, 2013 – （Chicago guides to writing, 836.5/TU6M
editing, and publishing）
●理工系レポート・論文の書き方
分類番号：407，507
化学を学ぶ人のレポート・論文・発表マスターガイド / 今田泰嗣, 大嶋孝志, 2F 一般 400
廣瀬敬治著 – 化学同人, 2010.1.
430.7/I41K
2F 一般 400
理系の作文術 / 木下是雄著. – 中央公論新社, 2002.6 --（中公新書 ; 624）
407/K5-6/2
2F 一般 400
理系のためのレポート・論文完全ナビ / 見延庄士郎著 - 講談社 , 2008.1.
407/MI45R

▶文献管理ツール「RefWorks」を使おう
インターネット上で自分の書誌情報データベースを構築・管理し、参考文献リストが手軽に作成できるツ－ルです。
データベースから直接 RefWorks 上の個人フォルダに取り込むことができて便利です。
2017.12

青山学院大学万代記念図書館

