資料の探し方チャート

14
資料の媒体は分かっている？

いいえ

15
WorldCat

AURORA

Search

カウンターへ

Services

はい

資料を探す方法は何通りもあります。

見つからない

Discovery

このチャートを一例として、適切な探し方を
探している資料は何？

知りましょう！

論文

図書・雑誌

新聞

1
タイトル・著者などは分かっている？

はい

OPAC

掲載先が分かっている？

はい

いいえ

いいえ

見つからない

8

1

OPAC

探しているテーマやキーワードはある？

AURORA

論題・著者名は分かっている？

国内の新聞？海外の新聞？

e-resources
見つからない

見つかった

はい

いいえ

はい

いいえ

2
探しているのは古い資料？

国内

海外

12
Webcat Plus

13

国内の論文？海外の論文？
ProQuest

はい

3

いいえ

見つからない

五大紙

海外

データベース

4
NDLデジタル

国内

9
山手線コンソーシアム

10

見つからない

ProQuest

見つからない
見つからない

7

現物貸借

紹介状利用

AURORA
e-resources

JSTOR

カウンターへ

見つかった

6

産経

J-STAGE
CiNii Books

NewsVault

毎日、日経

EBSCOhost

5

Gale

朝日、読売

CiNii Articles
見つからない
見つからない

Lexis Advance

見つからない

見つからない

11

文献複写

カウンターへ

カウンターへ

1

2

OPAC →「本学図書館・研究室の蔵書を検索する」

Webcat Plus →「キーワードから本を連想検索する」

OPAC（オパック）は本学の蔵書を検索するシステムです。図書館に

Webcat Plus（ウェブキャットプラス）は、出版されている図書や雑

「どんな資料があるか」や「資料の置き場所」が探せます。探している

誌のデータを検索するシステムです。タイトル、著者名などが分からな

ものが図書館にあれば、すぐに使えることが多いです。まずはOPACで

い場合でも、テーマやキーワードからの連想で資料を探すことができま

検索しましょう。

す。
連想検索で使いたい資料が見つかったら、①OPACを検索することで

なお、論文はOPACでは探せません。論文検索は⑨CiNii Articlesを使

本学の所蔵を確認することができます。また、⑤CiNii Booksへのリンク

いましょう。

をクリックすることで、全国の大学図書館の所蔵を確認することができ
●サイトのURL●

ます。

https://www.agulin.aoyama.a
●サイトのURL●

c.jp/opac/opac_search/?smod

http://webcatplus.nii.ac.jp/

e=1

3

4

NDLデジタル →「デジタル化された資料を検索する」
NDLデジタルは、国立国会図書館がデジタル化した図書や雑誌を検

山手線コンソーシアム →「協定校の蔵書を検索する」
山手線コンソーシアムは、山手線沿線にある8つの大学で結んでいる

索・閲覧できるフリーのWebサイトです。著作権保護期間が満了した資

図書館相互利用の協定です。協定校の図書館に入館でき、閲覧・貸出・

料が収録されています。昭和以前に出版された古い資料を探している場

複写が可能です。①OPACで資料が見つからない場合は協定校の蔵書を

合は、こちらを検索してみましょう。

検索してみましょう。

資料によっては図書館内の専用端末でしか閲覧できないものもありま

利用の際は学生証または教員証が必要となります。事前連絡は不要で

す。閲覧をご希望の際は図書館1Fレファレンスカウンターまでお越しく

すが、開館日程は事前に確認しましょう。大学ごとに開館スケジュール

ださい。プリントアウトは図書館代行となります。

が異なります。
（協定校：青山学院、学習院、國學院、東洋

●サイトのURL●
https://dl.ndl.go.jp/

法政、明治、明治学院、立教）
●サイトのURL●
https://www.agulin.aoyama.ac.jp/hybrid/

5

6

CiNii Books →「全国の大学の蔵書を検索する」

現物貸借 →「他大学から図書を借り受ける」
他大学で所蔵している図書を借り受けることができます。借り受けで

CiNii Books（サイニー・ブックス）は、全国の大学図書館の蔵書を検
索するシステムです。①OPAC、④山手線コンソーシアムなどで資料が

きるのは本学に所蔵がない資料に限ります。往復の郵送料をご負担いた

見つからない場合は、探す範囲を全国に広げましょう。

だく有料のサービスです。
到着までは１週間～10日、借り受け期間は2週間ほどです。図書の利

所蔵が確認できた場合、⑥現物貸借・⑦紹介状利用・⑪文献複写のい

用は図書館内のみとなります。

ずれかを申し込むことができます。希少な資料を探している場合はこち

ご希望の際はMy Libraryからお申し込みいただくか、図書館1Fレファ

らを検索してみましょう。

レンスカウンターまでお越しください。なお、資料の状態や所蔵館の取
り決めによっては、借り受けできない場合もあります。何卒ご了承くだ

●サイトのURL●

さい。

https://ci.nii.ac.jp/books/?l=ja

7

8

紹介状利用 →「他大学を訪問する」

AURORA e-resources →「電子ジャーナルを検索する」

資料を所蔵している大学を直接訪問し、図書館内で資料を利用させて

AURORA e-resourcesは、電子化された雑誌・図書を検索できるシス

もらうことができます。利用する資料と訪問日を特定する必要がありま

テムです。お探しのものが本学で購読している資料であれば、PDFでダ

すので、事前にご検討ください。

ウンロードすることができます。

訪問の際は紹介状が必要です。本学図書館にて発行いたしますので、

国内・海外どちらの資料も収録していますが、特に海外の雑誌は電子

1Fレファレンスカウンターまでお問い合わせください。My Libraryから

化されているものが多いです。雑誌名（論文の掲載先）が分かっている

もお申し込みいただけます。なお、資料の状態や所蔵館の取り決めによ

場合は、こちらを検索してみましょう。My Libraryにログインしてから

り利用できない場合もあります。何卒ご了承ください。

ご利用ください。
●サイトのURL●
http://yj5qf6fk5n.search.serialssolutions.com/
ejp/?libHash=YJ5QF6FK5N#/?language=ja&ti
tleType=ALL

9

10

CiNii Articles、J-STAGE →「国内論文を検索する」

ProQuest、EBSCOhost、JSTOR →「海外論文を検索する」
ProQuest(プロクエスト)、EBSCOhost(エブスコホスト)、

CiNii Articles（サイニー・アーティクルズ）とJ-STAGE（ジェイス
テージ）は、国内の論文を検索するデータベースです。お探しの論文が

JSTOR(ジェイストア)は、海外の論文を検索するデータベースです。お

「どの雑誌の何年の号に掲載されているか」などを調べることができま

探しの論文が「どの雑誌の何年の号に掲載されているか」などを調べる

す。中には全文をPDFで公開している論文もあります。論文タイトルや

ことができます。全体をPDFで公開している論文もあります。論文タイ

著者名が分かっている場合は、こちらを検索してみましょう。

トルや著者名が分かっている場合は、こちらを検索してみましょう。
サイトの入口は、図書館HPのデータベース一覧「海外の論文記事を探
す」にあります。My Libraryにログインしてからご利用ください。

●サイトのURL●
(CiNii Articles) https://ci.nii.ac.jp/
(J-STAGE) https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja

11

12

文献複写 →「他大学からコピーを送付してもらう」

五大紙データベース →「国内の新聞記事を検索する」

他大学から論文のコピーを送付してもらうことができます。依頼でき

朝日、読売、毎日、日経、産経、各紙の記事を検索・閲覧できるデー

るのは本学に所蔵がない資料に限ります。複写料と郵送料をご負担いた

タベースです。テキスト表示だけでなく、実際の紙面イメージも見るこ

だく有料のサービスです。到着までは１週間～10日ほどかかります。

とができます。必要箇所の印刷も可能です。新聞によっては戦前の記事

ご希望の際はMy Libraryからお申し込みいただくか、図書館1Fレファ

も閲覧できます。

レンスカウンターまでお越しください。なお、資料の状態や所蔵館の取

記事の年月日が分かっている場合も、キーワードしか決まっていない

り決めによっては、コピーできない場合もまります。何卒ご了承くださ

場合も、データベースを活用すると効率的に探すことができますので、

い。

ぜひご利用ください。サイトの入口は、図書館HPのデータベース一覧
「新聞記事・ニュースを読む」にあります。My Libraryにログインして
からご利用ください。

13

14

ProQuest、Lexis Advance、Gale NewsVault、
AURORA e-resources →「海外の新聞記事を検索する」

AURORA Search →「媒体を決めずに検索する」
AURORA Searchは、本学の所蔵資料と電子コンテンツをまとめて検

海外の新聞記事を検索・閲覧できるデータベースです。ProQuest、

索できるシステムです。図書・雑誌・論文・新聞など、媒体を問わず一

Lexis Advanceでは、New York TimesやWashington Postなどメ

括で検索することができます。本学に所蔵がない資料に検索の範囲を広

ジャーな新聞の記事を閲覧できます。Gale NewsVaultには、17～19世

げることも可能です。

紀の新聞が収録されています。AURORA e-resourcesを使うと、本学契
約データベースに含まれる新聞を一体的に検索できます。
サイトの入口は、図書館HPのデータベース一覧「新聞記事・ニュース
を読む」にあります。My Libraryにログインしてからご利用ください。

資料の媒体が分かっていない場合、広い範囲から探したい場合などに
は、こちらを検索してみましょう。My Libraryにログインしてからご利
用ください。
●サイトのURL●

Lexis Advanceの利用には専用のID/PWが必要です。図書館1Fレファレ

http://aoyama.summon.serialssoluti

ンスカウンターにてお申込みください。

ons.com/#!/

15

WorldCat Discovery Services →「世界の図書館を検索する」
WorldCat Discovery Servicesは、世界中の文献情報を検索できる
データベースです。図書、雑誌などの出版情報、論文の書誌情報などを
確認できます。媒体を特定しなくても、キーワードのみでたくさんの資
料を検索することが可能です。

資料の媒体が分かっていない場合、広い範囲から探したい場合などに
は、こちらを検索してみましょう。サイトの入口は、図書館HPのデータ
ベース一覧「図書・雑誌を探す」にあります。My Libraryにログインし
てからご利用ください。

