
文献検索ガイダンス

図書館で資料を探す・入手する



はじめに ～ガイダンスで伝えたいこと～

何のために文献検索をするのかを知ってください
・研究テーマの知識を深める
・先行研究を知る

いつ、誰がどんな研究を行っているか
何が分かっていて、何が分かっていないか
その分野の研究の第一人者は？
研究のベースとなる論文は？

データベースごとに特徴があることを知ってください
・目的にあったツールを選択する
・ツールに合った検索条件を指定する

文献を入手するための図書館サービスを知ってください



はじめに 〜文献検索から文献を入手するまでの流れ〜

データベース検索
↓

文献情報収集
↓

文献の収集
↓

１ 電子資料
①無料で公開されている電子資料
②図書館が購入している電子資料

↓
２ 図書館で所蔵している紙の資料

↓
３ 無料で読めない文献

⇒ 文献複写サービス
図書リクエストサービス

資料へのリンクが表示される

マイライブラリからの申込みが簡単！

学内ネットワークにつながっていると・・・

無料で見られる電子資料が増える！

使えるデータベースが増える



マイライブラリに登録
している人は、文献
検索するときはログ
インしておこう

文献検索に利用
するツールをま
とめています

マイライブラリや
リモートアクセス
サービスの申込
はここから！

図書館ウェブサイトのトップページに学術情報を収集するためのツールをまとめています



大学生 食生活

検索のコツは、検索語の選び方！
CiNiiの文献情報データには統制されたキーワードが付与されていません。
関連語や言い回しの異なる用語でも検索してみましょう。
上記の例では「大学生 食生活」で検索するだけでなく、「大学生 食事」や 「大学生 食習慣」でも検索すると、
必要な論文をもれなく探せます。
また、「食べ物」で検索すると、「食べもの」や「たべもの」は検出されません。
送り仮名や、漢字表記とかな表記の違いで検索結果が変わりますので注意が必要です。

中黒、長音は検索対象になりません
が、拗音、促音は表記通りに検索さ
れますので、カタカナ言葉や外国語
を日本語読みで表記する場合は気
をつけましょう

CiNii Articles・・・日本で発行された学術雑誌、大学紀要に載っている論文を探す

CiNii Books CiNii Dissertations

詳細検索欄
の開閉ボタン



著者名

掲載誌名巻号、ページ、出版年

論文タイトル

表示件数は最大
にしておきましょう

「機関リポジトリ」「J=STAGE」などのアイコンは本文データにリンクしています
※一部会員限定や閲覧制限されている場合もあります

「本文をさがす」は大学ネットワークにリンクしている場合のみ表示されます



文献情報は自動入力されます

GOを押すと本文

データのサイトへ
移動します

GOを押すと図書館の
OPACに移動して、所蔵
状況を確認できます

GOを押すとマイ

ライブラリの文
献複写画面が

開きます

「本文をさがす」を押すと、中間窓
が開き、資料の全文を入手するた
めのリンクが表示されます



検索結果のタイトルを押すと
詳細画面が開きます

論文掲載誌の所蔵館を
探すためのリンク

インターネット上
で公開されている
論文へのリンク



検索の種類 入力例 意味

ワイルドカード
Japan*
wom?n

*の前が一致する語で検索（前方一致検索）
?をいずれかの文字に置き換えた語で検索
※1バイト文字のみ有効

フレーズ検索 “information literacy” フレーズで検索 ※1バイト文字のみ有効

完全一致検索 /松岡純/ /で括った語と完全に一致するものを検索

AND検索
レポート 書き方
レポート AND 書き方

すべて含むものを検索

OR検索 レポート OR 論文 いずれか、または両方を含むものを検索

NOT検索 レポート NOT 英語
NOTの前の語を含むもののうち、NOTの後の
語を含まないものを検索

AND、OR、NOTの組
み合わせ

（レポート OR 論文） AND 書き
方 NOT （英語 OR 英文）

（ ）、AND、OR、NOTを組み合わせ、優先順位
をつけて検索

キーワード検索の種類

（注）検索で使用する記号は、データベースによって異なります

（注）検索で使用する記号は、全角、半角、スペースなどに気をつけて正しく入力しましょう

論
理
演
算
検
索



CiNii Research・・・国内の大学図書館が所蔵する本や雑誌の他、学術論文、博士論文、
研究データ、プロジェクト情報などを横断検索することができる
2022年4月からはCiNii Articlesが統合される

詳細検索欄
の開閉ボタン



絞り込みは
ここから

いろいろな種類の文献情
報を一度に検索します



Eudiplozoon nipponicum

Scopus・・・海外で発行された学術雑誌に載っている論文を探す

「検索欄を追加」を押すと、
検索語入力欄を追加して、
論理演算検索ができます。



絞り込みは
ここから

チェックをつけたデータを、印刷メール転送
、ダウンロードできます



中間窓が
開きます

OPACが
開きます

Open Accessのマ

ークがあるものは
全文データにリン
クしています



詳細検索

①検索式の組み立て

②履歴検索・・・検索結果の掛け合わせ



AND TITLE-ABS-KEY(japan)

①検索式の組み立て

#3 AND #4

②履歴検索

検索式を自分で追加したり
修正したりして検索できます

検索履歴を組み合わせて
検索できます



PubMed・・・海外で発行された医学・生物学分野の雑誌に載っている論文探す

詳細検索画面へ
移動します



egg allergy

egg allergy[Title]

MeSH検索（シソーラス検索）は
ここから！



egg allergy

egg allergy[Title]

項目を選んでキーワードを入力し、
「ADD」を選択すると、
クエリ‐ボックスに検索式が追加されます

MeSH検索（シソーラス検索）はここから！



論文のタイトル
著者 掲載誌の略称.掲載年；掲載巻号：ページ.

レビュー論文の場合のみ表示

Free Books&Documentsや
Free PMC articles と記載のある

ものは、インターネット上に論
文が無料公開されています



本文へのリンク



琵琶湖 マイクロプラスチック

J‐GLOBAL・・・科学技術振興機構が所有する研究者情報
や文献情報、特許情報を調べる





環境フィールドワーク

CiNii Books・・・全国の大学図書館の所蔵を調べることができる
書店サイトと異なり、販売ルートに乗らない資料も探すことができる

洋書をたくさん探したいときは WorldCat も使ってみよう！



検索結果のタイトルを押すと
詳細画面が開きます

日本国内の大学図書館の所蔵
が表示されます。

学内ネットワークにつながった状
態で検索した場合、県立大学で
所蔵していると先頭に名称が表
示されます。



琵琶湖 湖底遺跡 地震

前方一致（滋賀県立*）、後方一致（*図書館）、完全一致（/滋賀県立大学/）は可
OR検索は非対応
長音は検索対象、中黒・拗音・促音は検索対象外

国会図書館サーチ・・・国会図書館をはじめ、全国の公共図書館や大学図書館の
所蔵資料、デジタルコンテンツを一度に検索できる



国立国会図書館オンライン
国会図書館のOPAC
国会図書館が所蔵している資料
とデジタルコンテンツ、国会図書
館が作成している雑誌記事索引
が検索できる

国立国会図書館デジタルコレクション

国会図書館が収集・保存しているデジ
タル資料を検索・閲覧できる
著作権処理の状況により、一般公開さ
れているもの、契約している図書館内
で公開されているもの、国会図書館内
で公開されているものがある

いろいろな種類の文献情
報を一度に検索します



前方一致（滋賀県立*）、後方一致（*図書館）、完全一致（/滋賀県立大学/）、フレーズ検索は可
論理演算検索（AND、OR、NOT）可、ただしかっこ（）は使えません
長音は検索対象、中黒・拗音・促音は検索対象外

国会図書館オンライン・・・国会図書館で所蔵する図書・雑誌、雑誌記事索引、
デジタルコレクションに限定して調べられる
図書の情報には目次が含まれているものも多い



いろいろな種類の
文献情報を一度に
検索します

絞り込みは
ここから

国会図書館デジタル
コレクションで本文を
見ることができます



国会図書館デジタルコレクション
・・・国立国会図書館で収集・保存しているデジタル資料を検索・閲覧できるデジタル化資料の公開範囲は、

インターネット公開、図書館送信資料（登録している図書館内限定）、国会図書館内限定の3種類



５ 検索エンジンで学術情報を探す

フードバンク

Google Scholar・・・雑誌記事などの学術情報に限定して調べることができる

遡及検索には不向き
大学ネットワークに繋がった状態で利用するのがおすすめ



Googleで検索した場合

論文タイトル

著者、掲載誌、情報源

いきなりPDFが開くので、
情報源の確認を!

中間窓が
開きます



図書館にない資料を入手する方法

図書館サービスの活用

＊「リクエスト」して図書を手に入れる

＊「文献複写」を申し込んで
論文のコピーを手に入れる

＊「紹介状」を発行してもらって
他大学の図書館を訪問する

マイライブラリから申し込むか、
カウンターへ直接申し込んでください



図書館に行かずに図書館を利用する方法

★ リモートアクセサスサービスを利用しよう

学内ネットワーク限定の電子書籍や電子ジャーナル、データベースが利用できます！

ツール 内容 学外からの利用

滋賀県立大学図書情報セン
ターOPAC

図書館所蔵の紙資料・電子資料を探す フリー

電子ジャーナル・ブックリスト 図書館所蔵の電子資料、無料の電子資料を使う フリー

MARUZEN eBook
Library

図書館所蔵の電子書籍を使う リモートアクセス

KinoDen 図書館所蔵の電子書籍を使う リモートアクセス

EBSCO eBook 
collection

図書館所蔵の電子書籍（英語多読向け）を使う リモートアクセス

日経BP記事検索 日経BP社発行雑誌の記事を探す・使う リモートアクセス

J-STAGE 国内発行の学会誌の記事を探す・使う フリー

ルーラル電子図書館 農山漁村文化協会発行資料の記事を探す・使う リモートアクセス

CiNii 国内発行の学術雑誌の記事を探す・使う フリー

Scopus 世界で発行された学術雑誌の記事を探す・使う リモートアクセス

PubMed 世界で発行された医学看護学分野の学術雑誌の記事を探す・使う フリー

J-GLOBAL 国内外発行の科学技術分野の雑誌記事や特許情報などが検索できます。 フリー

聞蔵Ⅱビジュアル 朝日新聞に掲載された記事を探す・使う リモートアクセス

申込は、図書館ウェブサイトの
「どこでも図書館」から



図書館に行かずに図書館を利用する方法

パソコンやスマホから、自分が借りている資料の確認、マイリストの作成、郵送貸出や
文献複写の申し込み、図書の予約・リクエスト、貸出延長などができます。

★ マイライブラリを利用しよう
申込は、図書館ウェブサイトの

「どこでも図書館」から


