
2018 佐賀大学附属図書館

文献の探し方：学術論文



今日覚えてほしいポイント

１．学術論文をどこで探せばよいか。
効率的に検索できる便利なサイトがあります

３．探している論文が佐大で見つからない時 にはどうすればよいか。
他大学に複写(コピー)をお願いすることができます

２．見つけた論文を手に入れる時時 どうすればよいか。
本文へナビゲートしてくれるツールがあります。
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なぜ文献検索が必要？

主張したいこと

（ 問題設定）

主張の根拠 先人の研究者たちの研究成果

今回は、この部分の
準備の仕方を
紹介します。
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レポートや論文の構成

レポートや論文を書く際には、テーマの先行研究や客観的な事実を踏まえるとともに、明確
な根拠に基づいて自分の主張を展開することが必要です。そのためには、文献調査が非常
に重要になります。文献調査で集めた資料をよく読んで自分なりに吟味し、主張の根拠と
することが欠かせません。



文献の特徴
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�

速報性
時事関連の情報

図書
最新の学術研究成果が
まとめられている
研究成果の公表場所

速報性
�典拠のはっきりしている
情報しか利用できません

評価の定まった情報
研究分野の全体の
流れがわかりやすい

go(政府機関)
ac(教育研究機関)
co(一般企業) など

ドメインに注目。

学術雑誌

インターネット(検索エンジン) 新聞



データベースには、
論文の
・ タイトル
・ 著者
・ 掲載している誌名や
巻号・ページ数

などが整理されています。

自分が探しているテーマには
どのような論文があり、
どの雑誌の何巻何号に

掲載されているのか調べられる。

読みたい論文を効率的に探すには「データベース」を使うのが便利です。

文献データベースとは？

論文の情報

論文の
容れ物の情報
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日本の学術論文情報を
検索するための

論文データベース・サービスです。

世界最大級のデータ量を誇る
「抄録・引用文献データベース」です。

収録されている論文は「英語」の論文です。

英語の論文日本の論文

データベースには種類があります。

文献データベースとは？

上の2つのデータベースは、文献情報と本文をリンクでつなぎあわせてくれるツール
「佐大SFX」が利用できるので、もっとも効率的に本文を入手できます。
はじめて学術論文を探される方は、まずこの2つをお試しください。



1. 国内文献の検索
文献データベースCiNiiを使って必要な論文を探す
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CiNii Articles のログイン方法
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CiNii Articlesの検索画面
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検索対象は、
「論文名」「著者名」「刊行物名」
「抄録」「論文キーワード」。

初期値は「論文検索」



参考：検索対象は、論文のどの部分？
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論文名

著者名

抄録

論文キーワード

和文タイトルでも英語タイトルでもOK

苗字だけでもOK。
「この人の論文を読みたい！」ときは
「著者検索」を使うのも手。

Abstract 本文の重要な内容を
簡潔に記述したもの。



同義語・類義語・関連語
「豪雨」 → 「大雨」 「土砂降り」 など

複合語
「環境影響評価」 → 「環境評価」 「影響評価」

「環境」「影響」「評価」
上位語・下位語

上位

下位
11

キーワードの選択

乗り物

自動車 飛行機 船

ジャンボ機 セスナ機 戦闘機

広
さ



検索式の作り方(論理演算）
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キーワードの全て含む キーワードのいずれかを含む NOT直後のキーワードを含まない

図書館 情報 図書館 OR 情報 図書館 NOT 情報

情報図書館

AND検索 OR検索 NOT検索

キーワード：図書館, 情報

図書館図書館 情報情報
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キーワードを入れて検索 その1

①

例２：フリーワードに「佐賀」と「観光」という
２つのキーワードを含む論文を探しましょう

②
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①

キーワードを入れて検索 その2

例1：論文タイトルに「佐賀」と「観光」という
２つのキーワードを含む論文を探しましょう

②



最新の論文や重要な論文の探し方

ヒント2：よく利用されている論文を探す
その論文がどのくらい読まれているかという
ことを示す指標のひとつに「被引用件数」が
あります。この被引用件数を利用して、他
の論文に引用された回数が多い順に並べ
替えるという方法もあります 15

ヒント１：最新の論文を探す
「出版年：新しい順」に並び替えることに
よって、最新の論文から順に確認していくこ
とができます。



検索結果
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論文の詳細情報の見方 その１
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論文本文を
入手する

ここに抄録（要約）が表示さ
れるものもあります。



論文の詳細情報の見方 その2
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論文の詳細情報の見方 その3
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「この論文にアクセスする」というボタンがなかったら？
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上の論文のように、オレンジ色のリンクボタン(→)が
ない論文もあります。
そんなときはツールを活用して自分で探しに行く必要があります。

？



2 . 時時 (時時 )時時時
時時時 SFX時時時時時時時時時

21



時時時時時時時時時
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① オンラインでフルテキストが見られるページを探す

② 学内の所蔵を佐賀大学OPACで確認する

③ 学内に所蔵がなければ，図書館のILL（相互利用）サービス
所蔵のある大学に複写（コピー）を依頼する。 （有料）

読みたい論文がオンラインで
入手できない場合、

冊子体での入手を検討します。

時時時時時時時
時時時時時時時時時時時時時時

佐大SFX時



時時時 SFX時時時時時時時時時時時
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時時 SFX時時時時
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①
Web上で本文を
公開している場合は

ここにリンクが作成されます。

②
冊子体(印刷されたもの)が

佐賀大学に
あるかどうか探します。

③
①②で見つからない時は、

所蔵している大学から
複写(コピー)を取り寄せる

ことをおすすめします。



25

佐賀大OPACの検索 2



例えば、67-413,415-466,468-611+
は「67号から611号の範囲で、414号と467号以外を所
蔵しているということになります。＋の記号は継続を表して
います。

所蔵年次：
各所在での所蔵初号と終号の

出版年を示しています

時時時時時時時時時時

「本館-本館」の所在
本館3階の雑誌スペースに配架しています。 【他大学の紀要論文は4階に配架】

「本館-本館」以外の所在について
学部学科名等が表示される → 所属学部の図書室か、先生の研究室で管理されています。
お借りできるかどうか確認をいたしますので、刊行物名や巻号をメモして、カウンターまでお越しください
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巻号：
各所在での所蔵状況を
巻号で表示しています



時時時時時 時時時時時時 3時

グループ学習室
1～５

123

4

1

2

3

4

和雑誌（あいうえお順）

数学洋雑誌洋雑誌（ABC順）
洋雑誌

（ABC順）
閲覧個室
1～4

新聞資料室

貴重書庫

博士論文

和雑誌
（あいうえお順）

坪庭

ケータイ
電話ボックス

3Ｆ

新着雑誌
（和・洋）

研究成果物

AC
C

Z

AZ

27
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時時時時時時時時時時時時時時 …
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*雑誌の借用はできません。複写を取り寄せます。
*資料の全ページにわたる複写はできません。

ILLサービス

Inter Library Loan （ 図書館間相互貸借サービス）

論文のコピーを入手したり，図書を他大学・機関から借りられるサービス。
ただし，コピー料，郵送料等の経費は利用者の負担となります。

文献複写：1枚30～100円 ＋ 郵送料
※所蔵館により価格が異なります

図書借用：往復の郵送料



ILL時時時時時 時時時
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複写(コピー)の
申込画面へ



ILL時時時時時 時時時
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認証画面を経て表示された
この画面には、あなたの個人情報、
書誌情報が既に入力されています。

支払い方法を選択してから、
入力漏れがないか確認。



ILLの詳しい説明はこちらのページから
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図書館ホームページ上で，
→サービス案内
→本館
→本館サービス案内を開く

「本館サービス案内」の中に
「学外から文献複写を取り
寄せる」という項目があります



3 . 時時時時時時時時時
時時時時時時時時時時時 Scopus 時時時時時時時時
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外国語文献を検索するためのデータベース

世界最大級の抄録・引用文献データベース
(22,000以上の科学・技術・医学・社会科学・人文科学のタイトルを網羅)

フルテキストデータベースと連携しているので、本文を見つけやすい。
(見られない場合もすぐ分かる。)



図書館HPからScopusへログイン

34



Scopusの検索画面
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検索キーワードをここに入力すれば
検索できますが、

「日本語」では検索できないので注意！



時時時時時時時時時時時時
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今回は「pet food」に
関する文献を探してみましょう。

「pet food」という単語が
論文タイトル,抄録,キーワードに
にある文献を検索してみます。



検索結果
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「pet food」だけでなく
「pet」と[food」のAND検索も

含んでしまう。



時時時時時時時時時時時

「“pet food”」
二重引用符で囲むと
フレーズ検索を行う。
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フレーズ検索の結果
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検索結果の並び替え方法
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はじめは出版年の新しいもの
から表示されています。
被引用数や著者名等で
並び替えることもできます。
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「出版年」「著者名」「分野」などのカテゴリで
検索結果リストを絞り込むことができます。

検索結果の絞り込み方法

検索式の編集から検索式の内容を修正できます。

追加のキーワードを入力して、
検索結果リストを絞り込むことができます。
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最近の論文を検索したいので、
出版年を「2017-2018」に絞り込みます。

検索結果の絞り込み方法



詳細画面
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抄録（Abstract）などで
概要を把握できます。



本文を入手してみましょう １
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本文を入手してみましょう ２
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論文の本文を見ることができました。
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フルテキストへのリンクが無い場合

冊子体(印刷されたもの)が佐賀大
学にあるかどうか探します。

無い
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フルテキストへのリンクが無い場合

認証を経て、申し込み画面へ進みま
す。
タイトル、巻、ページ等は自動セットさ
れます。

フルテキストへのリンクが無く、
佐賀大学で冊子体を所蔵していない場合、

所蔵している大学から複写(コピー)を取り寄せる
ことができます。



まとめ
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３．探している論文が佐大で見つからない時にはどうすればよいか。
MyLibraryで複写申込をしてみましょう。
レファレンスサービス(文献調査)もご活用ください。

２．見つけた論文を手に入れるにはどうすればよいか。
「CiNii 」、「Scopus」では佐大SFXを活用して、
フルテキスト→OPAC→ILLの順で調査できます。

１．論文をどこで探せばよいか。
国内論文はCiNii、海外論文はScopus



利用できるデータベース

49データベースをもっとみる



新聞検索 1
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新聞検索 2
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新聞検索 3
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4 . 時時時時時時時時時時時
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参考文献の役割と書き方(紹介）
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参考文献の役割と書き方(紹介）
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引用表記の例

【短い引用文の例】

例1. ○○氏は，「△△は□□」と述べている (注1)。
例2. これについて，○○氏が△△は□□であると述べている 。(1)
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【長い引用文の例】

[自分の文章] ‥このように語っている。

[自分の文章]

引用文2,3文字ほど
下げる （注1）

引用した文が「引用文であることを明らかに」しておく必要があります。



出典表記の例 図書
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【引用文献の表記例】

図書の場合
江利川春雄(編著)（2012）『共同学習を取り入れた英語授業のすすめ』
大修館書店

著者名 江利川春雄
書名 共同学習を取り入れた英語授業のすすめ
出版社 大修館書店
出版年 2012

Point

出版社名がある。
図書の場合は、その図書を刊行した出版社や学会の名前が表示されます。



出典表記の例 学術論文
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【引用文献の表記例】

学術論文の場合
秋田喜代美他（2013）「国語科と英語科におけるメタ文法授業の
アクションリサーチ」『東京大学大学院教育学研究科紀要』第52巻、
pp.337-366

著者名 秋田喜代美 ほか
論題 国語科と英語科におけるメタ文法授業のアクションリサーチ
掲載されている雑誌名 東京大学大学院教育学研究科紀要
掲載されている巻号 52巻
出版年 2013
掲載されているページ 337-366

Point
巻号・ページがある。
雑誌論文の場合は、その論文が何巻何号の何ページに掲載されているかが表示されます。



時時時 時時時時時時時 時時
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CiNiiを学外から学内環境で
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CiNiiの学内環境利用には、「学内認証システム(GakuNin)」を利用してお使いいただくことになります。

1. 右上にある「ログイン」をクリック
2. 学内認証システム(GakuNin)の中から佐賀大学(Saga University) を選択

→ ログイン完了 となります。

① ログインをクリック

③ ユーザIDとパスワードを
使って認証。

② 佐賀大学を選択



Scopusを学外から学内環境で
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Scopusの学外からの利用には、「学内認証システム(GakuNin)」を利用してお使いいただくことになります。

1. 学内認証システム(GakuNin)でログイン
2. Saga Universityを選択
→ ログイン完了 となります。

③ ユーザIDとパスワードを
使って認証。

① 学内認証システム(GakuNin)を
利用するので、ここからログイン

② Saga Universityを選択



電子ジャーナルの利用について

電子ジャーナルは、
1. インターネット上で本文全文が読むことができる。
2. 検索結果や関連情報にリンクが貼られている。
3. 学内のどこからでもアクセス可。

(学外からも利用できるタイトルもあります)

！注意！
1. 一度に大量の文献をダウンロードしないこと。
2. ダウンロードした文献のコピーを他の人に

渡さないこと。

→ これらのことを守らなければ，大学に所属する
学生・教員全員が利用できなくなることがあります。
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『論文作法』
『学習法』

『プレゼンテーション』
などの単語を

OPACの検索画面に入力してみてください

【論文・レポート執筆の参考になる本の探し方】

『大学生のための研究ハンドブック
: よくわかるレポート・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! 』

『学生・院生のためのレポート・
論文の作成マニュアル』

『大学生のための
知的技法入門』

『学術論文の作法
: (付) 小論文・答案の書き方』

『理系研究者のための
アカデミックライティング』



調べ方などで分からないことがあった時は…？
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Webでレファレンス（調査相談）の依頼も
受け付けています。



ご清聴ありがとうございました。
本日使用したパワポ資料は図書館のホームページに掲載します。
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