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今日の流れ 
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1 卒論作成手順・文献引用ルール 



卒論・レポートのポイント 
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自分の
意見 

意見の裏付けとなる資料が必要 
※先人の研究結果/統計/調査・実験 など 

⇒根拠がしっかりしている情報（参考文献） 



裏付けはどこから入手する？ 
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信頼できる情報を調べるための 
ツールがある 
 ・データベース 
 ・電子ジャーナル 

学習に適した資料がある 
 ・図書 
 ・辞書類 
 ・雑誌、新聞 

●信頼度の高い情報は図書館で集める 

なぜなら図書館には・・・ 



卒論・レポート作成のステップ 
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①テーマの
選択 

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 

⑨出典の表
示 

⑩仕上げ 

図書館にある？ 
WEBで読める？ 
他大学の図書館に行く？ 

④関連文献の
調査 

⑧執筆・
校正 

大学図書館がサポートできるのは の部分です 

テーマの概要を知る 
言葉の定義を再確認 

（辞書・事典を調べる） 

二次資料を探す 
参考文献を辿る 

②事前調査 

＜参考資料＞ポルケ製作、総合監修: 日本図書館協会、監修: 仁上幸治, 野末俊比古 
 『レポート・論文を書こう! : 誰にでも書ける10のステップ 』東京：紀伊國屋書店2007.2 

⑦最終アウト
ラインの作成 



STEP① テーマの選択 
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 広すぎるテーマだと 
 調査する事項がたくさん出てくるので注意！ 

SNSでの 
コミュニケーションが 

及ぼす現実社会の 
問題について 

SNSに
ついて 

広い！ 

例 

●思いついたテーマを書きだす 
 
 ・テーマの第一印象 
 ・連想すること 
 ・自分が気になった理由  など 

http://3.bp.blogspot.com/-E74DqFPT0Ow/UzALH4YeSSI/AAAAAAAAee8/wMSY6nd3WNg/s800/study_point.png


STEP② 事前調査 
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●テーマの定義を確認する 
 
 ・教科書 
 ・授業のノートやプリント 
 ・辞書/事典        など 

☝辞書・事典で 
定義を確認する作業は 
飛ばしがちだが、重要！ 
       

※ジャパンナレッジLib 
※ブリタニカ・オンライン・ジャパン 



STEP③ 仮アウトラインの作成 
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●意見展開の骨組みを考える 
 
 １．問題の設定 
 ２．仮説の提示 
 ３．情報の調査と検討 
 ４．結論 

読み手・聞き手を 
説得させるような展開を考えます 
先生の論文を読んでみましょう 

http://1.bp.blogspot.com/-may__7pt5KQ/UZ2U9V7WBSI/AAAAAAAATrI/xtRYNlLMzB8/s800/job_sensei.png


STEP④ 関連文献の調査 
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●卒論・レポートに必要なもの 
 
 ・客観的な視点 
 ・自分の主張の裏付け 
 

   反対意見も含めて探そう 

自分の言いたいことを裏付けるための 
情報を見つけ、説得の材料として使う 

数値情報 
→統計資料 

意見の裏付け 
→先行研究（論文、図書） 

新聞記事 

http://3.bp.blogspot.com/-E74DqFPT0Ow/UzALH4YeSSI/AAAAAAAAee8/wMSY6nd3WNg/s800/study_point.png


STEP⑤ 文献の入手 
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●STEP④で探した資料を入手する 
  
 学内で入手 
  ・大学図書館 
  ・学科別研究室 
  ・データベース 
 学外で入手 
  ・他大学の図書館 
  ・国立国会図書館 など 

奥付（※）などを 
一緒にコピーしておくと
便利です 

※資料のタイトル、巻号、出版年、出版社など出典の表示に 
 必要な書誌情報が書かれたページ。 

http://4.bp.blogspot.com/-H-iwc94lew0/UzKmgI4TUmI/AAAAAAAAej4/GhnffIG64Ig/s800/copy_machine.png


STEP⑥ 文献の読解と整理 
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●STEP⑤で集めた資料を読解 
 参考にするかどうかを分別（重要度など） 

自分と 
反対の意見 

紛失に注意 

大いに参考に 
なる意見 

参考になるかも
しれない意見 

ファイルやマークで 
分別・整理すると便利 

自分と 
同じ意見 



STEP⑦ 最終アウトラインの作成 
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●卒論に書くこと・書く順番を決める 
 
  

 ☝言いたいことは何か 
（説得させるために必要な道筋を考える） 
 

 ☝タイトルを決める 
（内容を的確にまとめたもの。結論ではない） 



STEP⑧ 執筆・校正 
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●読解した資料を基に文章化する 
 
●文意が通っているか確認する 
 ex.時間を置いて読み直す 
   友人に読んでもらう  など 

http://3.bp.blogspot.com/-T0fiawef2js/V6iH15ULQlI/AAAAAAAA89g/YFgVcsfrqu4VFNkTc1etnUCf_MouYYx7ACLcB/s800/hanashiai_man.png


STEP⑨ 出典の表示（引用・参考文献） 
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●自分の論文の新規性、独創性、信頼性の明確化 

・ 自分の文章と他人の文章を分けて記述 

・ 引用文献、参考文献リストをつける 

・ データ、グラフ、表には元データの出所を追記 

●読者に対する情報提供 

・ その資料に確実にアクセスできる十分な書誌情報 

タイトル、著者・編者、出版社、出版年、引用箇所の頁 

雑誌記事・論文 

図書 

インターネット情報 

論題、著者、掲載雑誌名、巻号、出版年、掲載頁 

作成者、タイトル、URL（アドレス）、アクセス年月日 



文章を引用した時の書き方 
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 例2.引用箇所を“”や
「」などの引用符で
くくり一字一句その
まま引用する 

 例3.前後１行空けて 
２～３文字下げるこ
とで引用であること
を示す                                               

                                              

 例1.自分の言葉に
直して情報の内容を
引用する 

出典：三浦太郎「明治初期の文教行政における図書館理解 : 「公共書籍館」理念の成立をめぐって」 
『教育研究』53, 2009  

  引用した場合はどこを 
どの文献から引用したのか  
  わかるようにする 



参考文献リストの書き方 
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科学技術情報流通技術基準 SIST02「参照文献の書き方」 (SIST事業）  
  https://jipsti.jst.go.jp/sist/menu_purpose/index.html 

出典 ：①小日向英俊 「インド音楽世界の定量研究の試み」『パラゴーネ 』3 
    ②松川実「著作権法における私法的解釈と刑法的解釈」『青山法学論集』49（3） 
    ③遠藤健治「SILL の尺度構成に関する検討」『青山心理学研究』1 

引用、参考文献リストの 
書き方は、分野によって 
異なるので、指導教員の 
指示を受けること！ 

１ 

 引用した文献の「引用文献」 
リストや、引用してはいないけれ
どレポートを書く参考にした 
「参考文献」のリストをつける！ 
 

※両者を区別しない場合や 
 注と兼ねる場合もある 

２ 

３ 

参考になるサイトはこちら 
(18ページ参照） 
 
 

レポートの書き方の本にも参
考文献の書き方が載っている 

http://3.bp.blogspot.com/-E74DqFPT0Ow/UzALH4YeSSI/AAAAAAAAee8/wMSY6nd3WNg/s800/study_point.png


SIST（科学技術情報流通技術基準） 
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文部科学省が制定。 
2012年3月に事業は終了したが、 

Webサイトは現在も公開中 



STEP⑩ 仕上げ 
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✔ □ 手書きの場合、鉛筆やシャープペンシルはNG！ 
 

□ 「～である」調を使う 
 

□ 参考にした資料をリストアップする 
  （図書、論文、Web等）  
 

□ 指定通りに書けているか 
 (用紙サイズ、文字数、ページレイアウト、 
章立て、見出し、参考文献リストの書き方等） 

 

□ 印刷して赤入れをする 
  （初めてこのテーマについて教えてもらう人の気持ちで読む） 

□ 誤字・脱字   □ 氏名・学籍番号 
□ 参考にした意見やデータの出典 
 

□ 訂正して再印刷 
   (プリントステーションは混みあうので、余裕をもって印刷に行く)  

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 
✔ 

✔ 

✔ 



〈補足〉卒論の書き方に困ったら・・・ 
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9号館１階 

大学図書館を出て

左側奥の建物です 

図書館 

文章作成の基本や 
アカデミックマナーについての個別相談 
 ・文章の体裁 
 ・文章の組み立て方 
 ・文章表現の分かりやすさ 
 ・引用、脚注の使い方  など 

2017年11月にアカデミック 
ライティングセンター（AWC）が 
新設されました！ 

できること 

利用方法 

事前予約制(AWC HPのWeb予約または直接来室) 
1コマ45分 

詳細はAWCのホームページを 
ご確認ください。 
図書館ホームページトップ画面左下に 
リンクがあります。 
https://www.agulin.aoyama.ac.jp/ja/writingcenter 

 



〈補足〉青山学院大学図書館報『AGULI』 
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特集 
「卒論・レポート必勝法 」 
Part1（67号,2004年）、Part2（70号,2005年）、Part3（74号,2006年） 
Part4（78号,2007年）、Part5（82号,2008年）、Part6（103号,2017年） 
Part7（105号,2018年) 

卒論やレポートについて先生方からの 
アドバイスが載っていますよ！ 

図書館HP＞大学図書館本館（青山） 
＞AGULI（画面左下のバナー） 



〈補足〉青学生の卒論を見るには？ 
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図書館にあるのは、ごく一部のゼミの卒論のみ。 
※「卒業論文 青山学院」などでOPAC検索 

 
 国政経 ／ 小宮隆太郎ゼミ（1994-2003） 
 経営  ／ 小林望ゼミ  （1978-1993） 
 経営  ／ 斎藤真哉ゼミ （1991-2005） 
 経営  ／ 小林保彦ゼミ （2007, 2009） 
 法   ／ 重田晴生ゼミ （2002-2006） 
 
 

卒論を所蔵している研究室 ※詳細は直接研究室へ 

 心理学科（※一部のみ） 
 日本文学科（※要旨のみ） 
 経営学科 
 
※教員が持っている場合もあり 

http://1.bp.blogspot.com/-dzJcugnOODQ/Whu2L-VoazI/AAAAAAABIf4/4_zlz-I_xh42sYjYbZ0uMhH7Zpnx5vmmwCLcBGAs/s800/document_sotsugyou_ronbun.png


2 事前調査 

テーマの 

選択 
事前調査 

仮アウトライ

ンの作成 

関連文献の  

調査 

文献の 

入手 

文献の読解

と整理 

最終アウト 

ラインの作成 
執筆・校正 

出典の 

表示 
仕上げ 

レポート・論文の作成手順 



なぜ事前調査が必要？ 
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・概要を知る  

   → テーマを絞り込める 

 

・用語の意味、言葉の定義を確認する 

 → キーワード収集にもなる 

OPAC等、データベースは 
入力した言葉しかヒットしない。 
ここでのキーワード収集作業が 
後の工程で活かされる！ 



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。どのような白書があるの
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：冊子体 
 禁帯出資料：貸出不可。館内で閲覧・コピーのみOK 

25 



事前調査のツール：データベース 

26 

■図書館ホームページ＞データベース＞【目的別】辞書・辞典を引く 

  ⇒「ジャパンナレッジLib」 

ジャパンナレッジLib 
 

日本大百科全書を中心に新語や流行語
を網羅した用語事典、大型英和辞典、
経済誌など、約40のコンテンツを一括
検索できるデータベース 

ブリタニカ・オンライン・ジャパン 
 
 

ブリタニカ国際大百科事典 
（大項目事典、小項目事典）および 
国際年鑑を検索できるデータベース 



データベースを使う前に 
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図書館HPにログインが必要！ 
（貸出状況、予約、貸出延長もこのページから） 

 ID/PWは自宅から学院ポータルに  
 ログインする時のもの 
 ※終了時はログアウトを忘れずに 



図書館ホームページ 
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ログインすると、 
自分の名前が表示される 

学内の資料を探す 
システム（OPAC） 

AURORA-Search 
→蔵書・論文・電子ジャーナル
をまとめて検索できる。 

※学内提供サービス以外の情報 
 も検索できる 

データベースや 
役に立つサイト集などはここから 

データベース 
→次のページへ 



データベース一覧 
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名称、目的別、分野別など 
利用できるデータベースを探す 

リストの見方は 
30ページへ 



データベースリストの見方 
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データベースを 
利用するときは 
こちらを確認 

どのようなデータベースなのか？ 
利用制限は？ 
同時アクセス数は？ 

http://3.bp.blogspot.com/-E74DqFPT0Ow/UzALH4YeSSI/AAAAAAAAee8/wMSY6nd3WNg/s800/study_point.png


学外からのデータベースへのアクセス方法 

●ＶＰＮ接続(少数のＤＢ) 

  VPNソフトをダウンロードする 

31 

●ＩＤ/ＬＤＡＰ認証 

  図書館HPログイン ＞データベース 

専用ソフトが必要→32ページへ 

図書館HPにログインし、 
データベース一覧を経由 



VPN接続について 
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マニュアルは 
学内からのみ 

ダウンロード可能 

図書館HP下部にリンク 
学外からデータベース・ 

電子ジャーナルを利用するには 

SSL-VPN接続 



辞書・事典データベース：ジャパンナレッジLib 
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演習① 「ビットコイン」について卒論を書く事になった。 
    まずは正しい意味を確認したい。 

■図書館ホームページ＞データベース＞【目的別】辞書・辞典を引く 

ログインする 



ジャパンナレッジLib：検索画面 

34 

検索キーワードの入力 
今回は「ビットコイン」 

検索対象を選択
する事も可能 



ジャパンナレッジLib：検索結果画面 
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コンテンツ別の 
ヒット件数内訳 

ヒット件数 

出典：どの辞書
からの説明か 本文に入るリンク 

→クリック 



ジャパンナレッジLib：項目詳細画面 
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Knowledge Searcherをクリックし、
わからない用語をドラッグすると 
自動的に再検索できる 
※クリックするとボタンに色がつく 



ジャパンナレッジLib：調査のポイント 
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より深く調べるには？② 
解説者が参考にした 
資料をOPACで探す 

（今回のキーワードではなし） 

より深く調べるには？① 
解説者（この事項の第一人者）の 

他著書をOPACで探す 
（今回のキーワードでは［編集部］） 

課題のテーマが広い場合、 
そのテーマ・用語を検索すると関連項目などから 
書きたいテーマも絞り込める。類語も見つかる。 



ジャパンナレッジLib：便利機能(引用元挿入機能） 
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① Knowledge Searcherを「白」 
 引用元挿入機能を「ピンク」に 

②引用したい部分をコピー 

③レポートにペースト 



ジャパンナレッジLib：辞書以外の便利なコンテンツ① 
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【会社四季報】 

検索コンテンツの 
用語・情報＞会社四季報
を選択して、 
企業名を入力⇒検索 



ジャパンナレッジLib：辞書以外の便利なコンテンツ② 

40 

文学全集や雑誌など
辞書以外も機能が 
沢山あります 

【本棚】 



（参考）白書・年鑑・統計をWebで探す 
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例【文部科学白書】 

文科省HPでテキストとPDF全文の閲覧が可能。 

 

 

 

 

 

 

 

例 統計【e-Stat】(データベース＞E) 

各府省等が登録した統計表ファイル、統計データ、 

公表予定、新着情報、調査票項目情報、 

統計分類等の各種統計関係情報を提供。 

 

 

 

 

 

 

 

例【法務年鑑】 

法務省HPで全文閲覧可能。 

 

 

 

 

 

 

＊発行元HPで公開されている場合有 



3 図書を探す 

テーマの 

選択 
事前調査 

仮アウトライ

ンの作成 

関連文献の  

調査 

文献の 

入手 

文献の読解

と整理 

最終アウト 

ラインの作成 
執筆・校正 

出典の 

表示 
仕上げ 

レポート・論文の作成手順 



資料の特性 
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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。 



青学OPAC：学内の図書を探す 

●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、学部・学科研究室 

 ■ 資料   一般図書、雑誌、新聞、視聴覚資料、修士論文 
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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 

演習② 「ビットコイン」について関連する図書を探したい。 
    大学図書館の資料はどうやって探せばよいのだろうか。 



青学OPAC：検索方法 
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●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 

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 条件が選択できる 



青学OPAC：検索結果一覧 
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国内で図書・雑誌、 
所蔵館を探す 

国立国会図書館で 
図書・雑誌・論文を探す 

国内で学術論文を探す 

 

国内で紀要論文を探す 

 

ヒット件数の内訳。 
絞り込み可能（今回は図書選択） 

タイトルをクリック 



青学OPAC：資料詳細画面 
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本の住所 

件名：資料の内容に
与えられたテーマ。
同じテーマを持つ本
は同じ件名 

本学の所蔵情報 

338 … 金融・銀行・信託 
I … 著者のアルファベット 

青学にある同じ著者
の書いた別の著書の
リストを出せる 

 資料自体の情報 



青学OPAC：資料所蔵情報の見方 
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配架場所：資料がある場所 
青○○……青山キャンパス 
相○○……相模原キャンパス 
短○○……短大 

請求記号：資料の住所 
（資料の背にシールが貼ってある) 
 
 
 
棚にはこの番号の順番に並んでいる 

状態：貸出中か否か 
禁帯出：貸出が出来ないもの 
※空欄なら棚にある 

取寄・予約：相模原
キャンパスからの取寄、
貸出中資料への予約 

配架場所が青○○研の場合…研究室にあり 
→研究室の利用案内を要確認 



青学OPAC：目次・類似資料 
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目次や類似資料の情報が 
掲載されている場合もある 



4 論文を探す 

テーマの 

選択 
事前調査 

仮アウトライ

ンの作成 

関連文献の  

調査 

文献の 

入手 

文献の読解

と整理 

最終アウト 

ラインの作成 
執筆・校正 

出典の 

表示 
仕上げ 

レポート・論文の作成手順 



OPACで全て探せる？ 

OPACは、本や雑誌がどこにあるかを調べるためのもの 
→本や雑誌の中身までは、ほぼ探せない。 
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どんな論文が載っているかは 
ほぼ書かれていない 

演習③ 図書の探し方は分かったが、論文を探すには  
    どうしたらよいのだろうか？ 

論文情報は、データ
ベースを使って探す！ 



CiNii Articles（サイニ―アーティクルズ） 
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国内の学術論文の目次情報（一部抄録・全文有）を、 
分野を問わず検索できる。※フリーサイト 

■図書館ホームページ＞データベース＞【目的別】国内の論文記事を探す 

フリーワード検索ボックス 
※検索式の例は53ページ 



CiNii Articles:キーワード入力例 
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A AND B 
(単語間にスペース:92件) 

A OR B 
(単語間に大文字OR:797件) 
表記や表現が複数ある場合は

検索漏れ防止になる 

A NOT B 
(単語間に大文字NOT:310件) 
※ただしノイズの完全除去は難しい 

A B 

A B 

A B 



CiNii Articles：検索結果一覧 
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ヒット件数が表示 

クリック 
※青字のリンクは論文名 



CiNii Articles：論文詳細画面 
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※学内環境のPCのみ表示される。 
 学外のPCを使っている場合は、 
 別途OPAC検索するか、 
 VPN接続（32ページ参照）をする  

OPACボタンをクリック※ 
⇒青学内での所蔵を確認 

この論文を読むには？： 
雑誌『エコノミスト』の96巻1号を探します 

論文名 

著者 



CiNii Articles：青学OPAC（雑誌所蔵情報） 

56 

「ー」はその間の巻号を続けて所蔵 
「＋」は最新号を継続して購入している印 

96巻1号が含まれている 
ことを確認し、クリック 
 
→下に詳細画面が表示される 

巻号によって 
配架場所が違うため、 
「青キャンパス」 
と大きく括られています 

探しているもの 



CiNii Articles：青学OPAC（雑誌所蔵情報） 
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年次や巻号でも絞り込める 

探している巻号 

請求記号は 
本の住所 貸出はできない（コピーは可） 

本を探すには 
「配架場所」「請求記号」が
必要です！ 

探しているもの 



CiNii Articles：本文あり 
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Web上ですぐ読めるもの
だけ表示させる場合は 
「本文あり」で検索 

クリック 
※本文が読める論文の 
 詳細画面には、オレンジの 
 マークが表示される 



CiNii Articles：本文あり（例:機関リポジトリ） 
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学術リポジトリとは… 
 大学等の学術研究機関でその研究成果を自らの
HPで発表しているもの。資料の発行元や著者の所
属機関のHPで本文を入手できる。 
青学の機関リポジトリも有り（AURORA-IR） 

「本文を見る」「読む」
「PDF」などをクリック 
 →本文が表示される 



クリックで全文PDFにリンクするもの 

 
 
 
 

CiNii Articles：本文あり（リンクの見分け方） 

60 

図書館HPに 
ログインすれば 
全文PDFが閲覧 
できるもの 

日経BP 

DOI J-STAGE 

CiNii PDF-ｵｰﾌﾟﾝｱｸｾｽ 機関ﾘﾎﾟｼﾞﾄﾘ 

全文が読めるかどうかは 
オレンジ色の項目で確認 

※DOI：論文の電子データに付与される国際的な識別子。 
 リンク切れを防ぎ、恒久的に論文にアクセスできる。 

有料(個人支払)で 
全文PDFが読める 
もの※医学分野 

医中誌 

など 



全文検索 
CiNiiが本文の情報をもつ論文を対象に 
本文をキーワード検索する機能 
※現在全文PDFが公開されていないものもヒットする 

CiNii Articles：全文検索 
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※論題には入力したキーワードが 
書かれていないが 
本文中にはキーワードが含まれるので 
ヒットしている 



〈補足〉海外文献検索のポイント 
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②電子ジャーナル
を探す。契約EJな
ら全文入手可能 

データベース 

AURORA e-resources 

①OPACで 
掲載誌を探す 

ProQuest, EBSCO hostなど 
＊書誌目録の機能を持つデータベース 

＊論文情報を集め、全文入手も可 

参考文献にある
論文を読む 

テーマにそった
キーワードで 

論文を集める 

●目的によって使うツールを分ける 

【論文を探す方法】 



参考文献から探す：AURORA e-resources(入口) 
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学内からの
入口 

学外からの
入口 



参考文献から探す：AURORA e-resources 
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例：Thomas Kim. (2017) . On the transaction cost of Bitcoin.    
       Finance Research Letters, 23, 300-305  を入手したい場合 

雑誌タイトルを入力 
(finance research letters) 
 ※大文字・小文字区別なし 
 ※途中までの入力でもOK 

読みたい論文の年次が含まれているかを
確認し、電子ジャーナル名をクリック 
 ※複数ある場合には、年次が含まれて 
  いる電子ジャーナルをクリック 

読みたい論文の雑誌タイトル、出版年、巻号がわかる 



参考文献から探す：AURORA e-resources 
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クリックで展開していく 
→Volume23を表示させ、クリック 

一覧から該当論文を探し、
クリック 



参考文献から探す：AURORA e-resources 
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本文の全文がPDFで入手可能 
※PDFではなく、テキストで 
全文入手の場合も有 

AURORA e-resourcesで見られなかったら？ 
→雑誌が青学にあるか、OPAC検索する 
 それでも無ければ、 
 山手線コンソーシアム加盟校など学外で探す 



キーワードから探す：海外文献検索データベース(一例) 
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【EBSCOhost】 
査読誌3900点を含む「Academic Search Premier」

「Communication & Mass Media Complete」
「eBook Collection」など19のデータベースを収録。 

 

 

 

 

 

 

 

【Web of Science Core Collection】 

広範な学問分野の約12,000誌を収録。          
論文の引用・被引用（過去・未来）の 

関係をさかのぼることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

【ProQuest】 
新聞・ニュースのデータベースや、文学・言語学などの 
文献を索引する「MLA International Bibliography」 

など12のデータベースが横断検索出来る。 

 

 

 

 

 

 

 

【JSTOR】 
人文科学・社会科学中心。 

収録タイトルは創刊号より収録されているが、 
最新1～5年（雑誌により異なる）は収録範囲外。 

 

 

 

 

 

 

 



キーワードを入力して検索 

キーワードから探す：ProQuest（データベース検索例） 

検索結果の並び替えや
絞り込み 

査読：雑誌に掲載される前に 
同分野の専門家が評価・検証したもの 
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■図書館ホームページ＞データベース＞【目的別】海外の論文記事を探す 



以下のような「全文」の表示が 
あれば本文を入手できる 

 

   

キーワードから探す：ProQuest（データベース検索例） 
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主題：資料のテーマ 

論文タイトルをクリック 



論文名、著者名、掲載雑誌情報 

“書誌情報 
参考文献の書き方を複数のスタイルで提示できる。 

 
 
 
 
 
 
 

 

形式をプルダウンから選択 

「変更」をクリック 

自分のレポートにコピペする 

 

キーワードから探す：ProQuest（データベース検索例） 
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3 

1 
2 

3 

1 

2 



海外文献の代表的な参考文献スタイル 
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• MLA＝米国現代語学文学協会                             

• 分野：人文科学 とくに歴史学 
MLA 

• APA＝米国心理学会 

• 分野：心理学、教育学、社会福祉学、看護学、経営学 
APA 

 

• シカゴ大学出版局制作 

• 人文系、自然科学系、社会科学系を問わず、 
広い読者層を想定 

 

Chicago 

Turabian 

●引用に関する図書 
  OPAC検索：「英語論文」「Report writing」「Handbooks manuals 」等 

日本語文献と同様に、参考文献リストの書き方は 
分野によって異なるので、指導教員の指示を受けること 



〈補足〉 360Link to Full Text  
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検索オプション 
冊子体、フリーサイトを
探す、学外を探す 

PDFのリンク 

リソース 
 本文がある電子ジャーナル、  

 データベース名を表示 
 複数に収録がある場合は 
 プルダウンから選択可  

      をクリック 
 

 

※青学契約の他のデータベース・ 
 電子ジャーナルを検索 
（AURORA e-resourcesへリンク） 



探している 

論文の言語は？ 

参考文献に掲載さ

れている論文を 

読みたい 

古い論文等を 

探している。 

キーワードから 

自分のテーマに

沿った論文を 

探したい 

・CiNii Articles(p.51~) 
・日経BP(p.75~)  など 

・AURORA OPAC(p.45~) 
・AURORA e-resources 
(p.63~)                   など 

・ProQuest(p.68~) 
・EBSCOhost(p.67)  など 

・ざっさくプラス 
・NDL ONLINE 
（国立国会図書館オンライン）  など 

・JSTOR(p.67) 
・Internet Archive 
・Hathi Trust      など 

〈補足〉論文検索に困ったら 
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・AURORA OPAC(p.45~) 
・CiNii Articles(p.51~) 
               など 

下記チャートを参照。但し、これさえ使えば完璧！というデータベースは残念なが
らありません。各データベースリストの説明を参考にしてください。 

日本語以外 日本語 

図書や論文等を 

まとめて探したい 

START 

・AURORA Search(p.28) 
・Google Scholar    など 

・AURORA Search(p.28) 
・Google Scholar    など 



5 一般誌の記事を探す 

テーマの 

選択 
事前調査 

仮アウトライ

ンの作成 

関連文献の  

調査 

文献の 

入手 

文献の読解

と整理 

最終アウト 

ラインの作成 
執筆・校正 

出典の 

表示 
仕上げ 

レポート・論文の作成手順 



一般誌の記事を探すには？  
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ブラウジングする時 
(一覧から探して読む) 
はこちら 

キーワード等で 
検索する時はここから 

演習④「ビットコイン」について一般誌の記事を探したい。 

■図書館ホームページ＞データベース＞【目的別】国内の論文記事を探す 

古い雑誌や大衆紙の
検索におすすめ 
（本文は読めない） 



日経BP記事検索サービス：検索結果一覧 
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「テキストで読む」を 
クリック 
→テキストファイル表示 
 (コピペ可能) 

タイトルをクリック 
→紙面イメージが表示 

絞り込み機能 



日経BP記事検索サービス：便利なコンテンツ 
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日経BP社の雑誌記事から 
就活向けの記事をピックアップ 



6 新聞記事を探す 

テーマの 

選択 
事前調査 

仮アウトライ

ンの作成 

関連文献の  

調査 

文献の 

入手 

文献の読解

と整理 

最終アウト 

ラインの作成 
執筆・校正 

出典の 

表示 
仕上げ 

レポート・論文の作成手順 



新聞記事検索ができるデータベース 
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「日経テレコン21」 
日本経済新聞 

「朝日新聞記事検索 
（聞蔵Ⅱビジュアル）」 

朝日新聞 

「ヨミダス歴史館」 
読売新聞 

「産経新聞データベース 」 

産経新聞 

「毎索」 
毎日新聞 

「D1-Law.com」 
見出しのみだが 

法律に関する記事情報の
入手が可能 

演習⑤「ビットコイン」について書かれている新聞記事を探したい。 



①記事検索を選択 

 
③検索範囲を限定する 
 

②キーワードを入力 

④「検索」をクリック 

日経テレコン21：検索方法 
■図書館HP＞データベース＞【目的別リスト】新聞記事・ニュースを読む 
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ヒット件数 
⑤「見出しを表示」 
  をクリック 

⑥見たい記事の 
 タイトルをクリック ⑦「OK」をクリック       

日経テレコン21：検索結果 
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81 



検索したキーワードが 
ハイライトで表示される 

「その他の書誌情報を表示」 
記事のキーワード等がわかる 

日経テレコン21：記事詳細画面 

切り抜きの 
アイコン 
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写真・図表も確認できる 

もし読みたい記事にPDFが
ついていない場合は？ 

↓ 
縮刷版・マイクロフィルム 

も所蔵しています 



日記テレコン21：企業情報リンク 
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 企業情報が 
 見られます！ 

会社名をクリック 

その記事に関連する企業情報の 
リンク有（日経会社プロフィル） 



＜補足＞企業情報はデータベース「eol」でも検索できます 
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「Automatic login」をクリック  企業名などから検索 

日経テレコン21：企業検索 

■図書館HP＞データベース＞【目的別リスト】企業・団体情報を調べる 

企業検索はここから！ 



7 欲しい文献が青学にない場合は？ 

テーマの 

選択 
事前調査 

仮アウトライ

ンの作成 

関連文献の  

調査 

文献の 

入手 

文献の読解

と整理 

最終アウト 

ラインの作成 
執筆・校正 

出典の 

表示 
仕上げ 

レポート・論文の作成手順 



２．図書館相互協力 

３．国立国会図書館 

４．公共図書館 

５．専門図書館 

利用可能な学外の図書館・サービス 
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貸出可 

貸出可 

（館によって）貸出可 

・山手線沿線私立大学図書館コンソーシアム 

・国連大学 

・実践女子大学・実践女子大学短期大学部図書館 

・日本赤十字看護大学図書館 

・聖心女子大学図書館 

貸出希望の場合は、事前に青学図書館の 
貸出カウンターにお申し出ください。 
学生証と引き換えに、貸出カードをお渡しします。 

１．コンソーシアム 

閲覧のみ 



山手線コンソーシアム：協定校一覧 
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・学習院大学 （大学図・法経図） 
・國學院大学 （渋谷・たまプラーザ） 
・東洋大学  （白山・朝霞・川越・板倉） 
・法政大学  （市ヶ谷・小金井・多摩） 
・明治大学  （中央・和泉・生田） 
・明治学院大学（白金・横浜） 
・立教大学  （池袋・新座） 

学生証の提示により 
下記の大学図書館の利用・貸出が可能 
 
※1月・7月の試験期や3月は 
利用が出来ない図書館もあり 

図書館ホームページにリンク有 



山手線コンソーシアム：横断検索OPAC 
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8大学のOPACを 
一括で検索できる 

注意！ 
資料区分の 

初期設定は図書 

開館カレンダー
を確認 



山手線コンソーシアム：検索結果画面 
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①検索結果からヒットした 
 大学のリンクをクリック ②該当図書館のOPAC検索 

 結果が表示される 

③利用できる図書館か？ 
 貸出中でないか？ 
 今日は開館しているか？ 



図書館相互協力 
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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。 

•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 

•自習目的での利用不可 

•紹介状の即日発行不可 

紹介状 

•資料のコピーを取り寄せる 

•【料金目安】1枚40円～60円前後＋送料（200円前後） 

•【到着目安】平均1週間～10日 
文献複写 

• 資料そのものを取り寄せる 

• 図書館内での利用のみ（貸出不可） 

• 【料金目安】1冊1500円～3000円 

• 【到着目安】平均1週間～10日 

相互貸借 

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 

《 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ご依頼ください 》 

レファレンスカウンターに 
ご相談ください 
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いつも混んでいます。 
所蔵を確認し、時間に余裕を持って行きましょう 

▼概要 
 ・永田町駅から徒歩5～10分 
 ・日本で出版された本がほぼ揃っている（全てではない） 
 
▼利用案内 
 ・紹介状不要（身分証は初回利用登録時に必要） 
 ・貸出不可 
 ・資料の大部分は書庫にあり、申請後に職員が用意（出納） 
 ・複写（コピー）可（複写箇所を申請して職員が代行） 
 ・自宅から複写申込みも可能(遠隔複写サービス/要登録） 
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１．利用カード発行 

東口の新館入口より入館。申請書に記入し、身分証を提示する。   
利用カードは無料で、即日発行される。 
※利用登録をせずに、当日利用者として入館する場合は、 
 専門室の開架資料の閲覧と即日複写、電子情報の閲覧とプリントアウトが可能。 

２．入館準備 

B5サイズ以上の袋物など、館内に持込めないものをロッカーに預ける。 
利用カードをタッチし、入館する。 

３．閲覧申込 

館内の端末から資料を検索し、閲覧を申し込むと、混雑具合によるが、 
20～30分程度で受取窓口に資料が届く。貸出はできない。 

館内の端末で複写申込書を作成し、申し込む。 
受取時に料金を支払う。 

４．コピー 

国立国会図書館：利用手順（初回） 
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利用案内 

蔵書検索OPACはこちら 
※必ず所蔵を確認してから行きましょう 

開館時間も確認 

各種サービス 



本日はありがとうございました。 

ご質問は図書館１Fレファレンスカウンターまで。 

94 


