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「学術雑誌」には、主に専門家が研究成果をまとめた「学術論文」が収録されています。
  研究動向や、学会主催のイベントなどの情報が掲載されている雑誌もあります。 ●読みたい学術論文が決まっている　　⇒　　A. 学術雑誌を探す

●読みたい学術論文が決まっていない　⇒　　B. データベースで読みたい論文を探す

＜学術雑誌＞

【学術雑誌の種類】

学会誌

学会が発行する雑誌。論文
や学会ニュースなどを掲載。

・有名な学会誌や、権威ある商業誌に掲載された論文は、ほとんどが査読論文です。
・紀要やインターネット上の論文には、査読されていない論文も含まれています。
・文献検索データベースによっては、査読論文のみを指定して検索することができます。

出版社発行の学術雑誌。
世界的権威がある雑誌も。

大学などが、所属研究者の
論文をまとめて発行。

商業誌 紀要

＜学術論文＞

雑誌（冊子体） 電子ジャーナル

【Ａ-１】

【Ｂ-１】 【Ｂ-2】 【Ｂ-3】

【Ａ-2】 【Ａ-3】

◆ 学術雑誌とは ◆ 学術雑誌・論文探索の流れ

★学習・研究で使用する時は、論文の信頼性を検証します。わからない時は、先生に相談しよう！

査読（peer review）論文とは？
　同じ分野の専門家や研究者の審査を経た論文です。

Ａ. 学術雑誌を探す

Ｂ. データベースで読みたい論文を探す

⇒『Nature』のVol.171を探す。

Watson, J.D., Crick, F.H.C (1953). 
“A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid.” 　　　　 171. p.737-738

甲南大学所蔵の雑誌（冊子体）
を探す。

図書館HPから、甲南大学
が契約している電子ジャー
ナルを探す。

出版社のサイトで無料公開
されていないかを確かめる。

→P7

『CiNii Articles』を使って
  日本の論文を探す。

→P13

『Google Scholar』を使って
  広く国内外の論文を探す。 

→P15

その他のデータベースを
使って論文を探す。

雑誌記事・論文

→P16

→P9 →P11

掲載雑誌

Q. 「DNAのらせん構造」について発表された論文が読みたい。

⇒「神戸」「観光」「政策」をキーワードに、データベースを検索。
Q.「神戸の観光政策」について書かれた論文を探したい。

Nature.

3  学術雑誌・論文の探し方
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バックナンバーは中

※最新２・３年分を保存

最新号は手前

◆ 図書館

◆ 雑誌館　（５号館地階）
　  学術雑誌のバックナンバー
　　　⇒ サイバーライブラリ（５号館３階）で利用申し込み　→P40

◆ その他
　　・「サイバー」は、５号館３階サイバーライブラリへ
　　・「学部学科」、「研究所」所蔵の雑誌は、図書館2階カウンターに相談

⇒論文が掲載された「掲載雑誌名」、「巻号」、「ページ」を確認。

⇒ 『Nature』のVol.171を探す。

Watson, J.D,  Crick, F.H.C 　(1953)

“A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid.”　Nature.　171.　p.737-738

著者名 掲載年

論文名 掲載雑誌名 巻号 ページ

1）『OPAC（蔵書検索システム）』で甲南大学所蔵の雑誌（冊子体）を探す

2）「配置場所」に雑誌を探しに行く

検索画面 タイトルに「掲載雑誌名」を入力

検索結果画面 ①「巻号」、②「配置場所」を確認

●「論文名」、「論文著者名」では
　検索不可

●雑誌名の省略形では検索不可
　⇒正式タイトルを確認し、検索

●② ●①

【受入継続表示】　最新号を継続して購入している場合は、「受入継続中」と表示される。
【新着雑誌配架】　最新号～2・3年分が「配置場所」と別の場所にある場合は、注記が表示される。

扉を開ける

⇒「雑誌館」の所蔵を確認。　⇒サイバーライブラリで利用を申し込む。

★雑誌は貸出できません。図書館・サイバーライブラリ内のコピー機で複写できます。（10円／枚）

＜雑誌閲覧票＞＜雑誌閲覧票＞

Vol.171

p.737 

Q. 「DNAのらせん構造」について発表された論文が読みたい。

Q. 『Nature』vol.171で、閲覧したい論文を探す。

A-１．OPAC（蔵書検索システム）で雑誌（冊子体）を探す

3  学術雑誌・論文の探し方 － Ａ.学術雑誌を探す

１階雑誌コーナー

２階雑誌コーナー

入口

1F ２F

アクセス　図書館ホームページ＞

□ 「雑誌」

「掲載雑誌名」を入力
  ※先頭に「＃」をつけると完全一致検索

読みたい「巻号」が含まれているかを確認

「雑誌名」「発行年」
「巻号」などを記入

本文入手
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Ａ-２．電子ジャーナルリストで電子ジャーナルを探す

⇒論文が掲載された「掲載年」、「掲載雑誌名」、「巻号」、「ページ」を確認。

⇒1953年の『Nature』を探す。

画面例　EBSCOhost 『Academic Search Premier』

Watson, J.D,  Crick, F.H.C 　(1953)

“A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid.”　Nature.　171.　p.737-738

著者名 掲載年

論文名 掲載雑誌名 巻号 ページ

1）『電子ジャーナルリスト』で電子ジャーナルを探す

検索画面 タイトルに「掲載雑誌名」を入力

リンク先画面 リンク先画面から閲覧したい論文を選択

検索結果画面 「利用可能年」を確認し、タイトルを選択

●「論文名」、「論文著者名」では
検索不可

●雑誌名の省略形でも検索可
●ヒットしない場合、「を含む」
にチェックを入れ、再検索。

Q. 「DNAのらせん構造」について発表された論文が読みたい。

⇒ 1997年以降が利用可。1953年の本文は『電子ジャーナルリスト』からは入手できない。

Q. 『電子ジャーナルリスト』で、1953年の『Nature』を探す。

2）論文本文を探す

●データベースによって、リンク
先画面は異なる
　⇒掲載雑誌名から再検索が必要
　な場合もあり

●「掲載年」、「巻号」、「論文名」、
「ページ」を頼りに、論文を探す

※『電子ジャーナルリスト』では、甲南大学で契約している電子ジャーナルを検索できます。

①「掲載雑誌名」を入力

雑誌（冊子体）など、他の入手方法を
ナビゲートする画面が開きます。

「掲載年」、
「巻号」を選択

「論文のタイトル」を選択

PDF全文
本文入手

②タイトルを選択

③データベースを選択

抄録

3  学術雑誌・論文の探し方 － Ａ.学術雑誌を探す

★ヒットしない場合は、『電子ジャーナリスト』の「詳細検索」から再検索してみよう!
　（「詳細検索」では、冊子体の雑誌、オープンアクセスの雑誌・論文もまとめて検索できます。）

アクセス　図書館ホームページ＞ 　　　　　　　　

読みたい「巻号」が含まれているかを確認
 1997年387巻（通巻6633）から利用可
（最近1年分は利用不可）

●同じ論文が、複数の
　データベースから
　提供されていることも

抄録（Abstract）とは
　論文の内容を簡単にまとめたもの（要約）
　　・内容を把握し、本文にチャレンジするかを判断できる。
　　・抄録に使用されている専門用語をキーワードに、同じテーマの論文がないかを
　　　検索しよう ! →Ｐ13～16

論文詳細情報

「掲載年」が含まれているかを確認
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 ①読みたい雑誌へのリンクを探す
　　  雑誌一覧へのリンクは、
　　  「Journals」「Publications」
　　  と表示されていることが多い。

出版社や学会のサイト（以下「発行元サイト」）から、電子ジャーナルを探します。

『Google』で、「掲載雑誌名」をキーワードに「発行元サイト」を検索します。

「発行元サイト」内で、読みたい雑誌へのリンクを探し、巻号などから本文を入手します。

Ａ-３．発行元サイトなどで電子ジャーナルを探す

⇒論文が掲載された「掲載年」、「掲載雑誌名」、「巻号」、「ページ」を確認。

⇒ 『Nature』を発行している「発行元サイト」を探す

Watson, J.D,  Crick, F.H.C 　(1953)

“A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid.”　Nature.　171.　p.737-738

著者名 掲載年

論文名 掲載雑誌名 巻号 ページ

Q. 「DNAのらせん構造」について発表された論文が読みたい。

⇒ 本文へのリンク（PDF）が表示されるが有料（購入すれば閲覧可）。
　　※有料の場合は、購入する前に他の入手方法（P5～１６、P42）も試してみよう！

『Google』で「論文名」をキーワードに検索すると・・・
　 論文名「A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid」をキーワードに検索。

Q. 『Nature』のサイトで、論文“A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid.”を探す。

１）「発行元サイト」を探す       　                                   

２）論文本文を探す 　　　　　　　　　　　　                         

サイトトップ画面

雑誌画面

画面例　Nature Publishing（nature.com）　

※「発行元サイト」から提供される論文が「正規版」です。同じ論文が複数サイトから提供されることもあります。

「掲載雑誌名」を入力

②「掲載年」「巻号」「ページ」
　から選択

本文を提供している様々なサイト
へのリンクが表示される。
　＊「正規版」と内容が異なるものも
　　含まれるので、要注意！

こんなページも・・・
『Nature』サイト内「50 years of DNA」から、
　　(DNA発見から50周年を記念したページ)
本文が特別公開されています。
　　　　　　　　　　　　　　（2014.2.20参照）

③論文を選択

※「PDF」を押した後、
　論文の購入画面が表示
　される場合は、有料の
　論文です。

「すべての言語」に切り替え
「発行元サイト」を選択
　・「学会誌」→ 学会のサイト
　 ・「商業誌」→ 出版社のサイト

本文入手

3  学術雑誌・論文の探し方 － Ａ.学術雑誌を探す

PDF

【用語解説】
　Current Issue ＝　最新号
　Archive　＝　バックナンバー
　Article　＝　記事・論文

●発行元サイトからは、学界のニュー
　スや研究動向なども確認できる

本文入手
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Ｂ-１．CiNii Articles で日本の論文を探す　

⇒ 『CiNii Articles』で、「神戸」「観光」「政策」をキーワードに検索。

「フルテキストリンク」ボタン＊から、「ナビゲーション画面」で雑誌を探す。
　　＊学内から接続した場合のみ表示

Q.「神戸の観光政策」について書かれた論文を探したい。

⇒『CiNiiArticles』で掲載雑誌情報を確認。  ⇒「都市政策（142），54-63， 2011-01」
　⇒雑誌『都市政策』の１４２巻を探す。

Q. 中西理香子著「六甲山の観光」という論文が読みたい。　

⇒『OPAC』で雑誌館の所蔵を確認。⇒サイバーライブラリで利用を申し込む。
　　⇒『都市政策』142巻を入手。54～63ページに、論文「六甲山の観光」が掲載されている。

★検索結果画面に「フルテキストリンク」ボタンが表示されない場合は…
　『OPAC（蔵書検索システム）』や『電子ジャーナルリスト』などで、「掲載雑誌名」を
　キーワードに雑誌を探そう!　→P7～12

Q. 雑誌『都市政策』の142巻を入手したい。

1）『CiNii Articles』で論文を探す

２）読みたい論文が掲載されている雑誌を探し、論文本文を入手する

検索画面 検索窓にキーワードを入力

ナビゲーション画面 本文の入手方法を確認

検索結果画面 読みたい論文を特定し、「どの雑誌に掲載されているか」を確認

●検索結果が少ない時は、「全文検索」
タブに切り替えて検索してみよう

　・論文本文が検索対象となる
　　但し、『CiNii Articles』に本文が収録
　されている論文のみ

『CiNii Articles』とは
　日本の雑誌記事・論文を検索できるデータベース。本文が閲覧できるものもある。

①キーワードを入力

電子ジャーナルが閲覧できる場合
　データベースへのリンクが表示　→P9

論文タイトルなどをキーワードに、
「Google Scholar」などを再検索できます。

「フルテキストリンク＠甲南大」を選択

雑誌（冊子体）の所蔵がある場合
　OPACへのリンクが表示　→P7

学内で入手できない場合
　文献複写（コピーの取り寄せ）ができます。
　→P42

画面から本文入手できる論文

だけに頼らず、

「自分のテーマに沿った論文」

を探そう！

本文へのリンクボタン
※本文へのリンクがあるもの
　のみ表示

本文入手

3  学術雑誌・論文の探し方 － Ｂ.データベースで読みたい論文を探す

アクセス　図書館ホームページ＞　　　　　　　　＞「雑誌記事・論文」＞ 　　　　　　　　

②読みたい論文の「論文情報」を確認
【論文情報】
　　論文のタイトル
　　著者名
　　掲載雑誌名　巻号，ページ，発行年月
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Ｂ-２．Google Scholarで国内外の論文を探す Ｂ-３．主な雑誌記事・論文データベース一覧　

⇒『Google Scholar』で、「神戸」「観光」「政策」をキーワードに検索。

Q.「神戸の観光政策」について書かれた論文を探したい。

1）『Google Scholar』で論文を探す

検索画面

【全分野】
データベース名

雑誌記事索引

Academic Search Premier

PsycINFO

内容

日本の雑誌記事・論文を検索できるデータベース。
本文が閲覧できるものもある。

一部学内限定
フルテキストリンク可

日本の雑誌記事・論文の他、論文集や講演録などを収録。
学内限定＋VPN 
同時アクセス数1
フルテキストリンク可

Googleが収集した学術論文を検索できるデータベース。
国内外の学術論文を網羅的に検索できる。

フルテキストリンク可
フリー

学術雑誌を中心に国内の雑誌記事・論文を検索できる。
国立国会図書館提供『雑誌記事索引』（NDL-OPAC）。 フリー

学内限定＋VPN

フリー

海外論文  全分野にわたる学術論文本文を閲覧できる
データベース。地図や肖像写真等の画像データも収録。

学内限定＋VPN
フルテキストリンク可

備考

【理系】
データベース名 内容

国内の科学技術系学会誌が検索・本文閲覧できる。

学内限定＋VPN　
※要ユーザー登録
フルテキストリンク可

備考

【文系】
データベース名

EconLit with Full Text 

Business Source Elite

ABI/INFORM Complete

内容

一般雑誌や週刊誌の記事を検索できる。
「大宅壮一文庫」提供。

海外論文  心理学分野専門の文献データベース。
アメリカ心理学会提供。一部本文閲覧可。

学内限定＋VPN 
同時アクセス数1

学内限定＋VPN
フルテキストリンク可

法学分野の文献と現行法令等が検索できるデータベース。

『日経ビジネス』や『日経サイエンス』、『日経ＰＣ21』
など、日経ＢＰ社発行の雑誌を検索・本文閲覧できる。

海外論文  経済学分野専門の文献データベース。
アメリカ経済学会提供。一部本文閲覧可。

海外論文  経営学・経済学、ビジネス分野の学術論文本文
を閲覧できるデータベース。

学内限定＋VPN
フルテキストリンク可

学内限定＋VPN 
※利用数に上限あり

学内限定＋VPN
フルテキストリンク可

海外論文  経営学・経済学、ビジネス分野の学術論文本文
を閲覧できるデータベース。

海外論文  世界各国のニュース・ビジネス情報のデータ
ベース。

海外論文  世界各国のニュース・ビジネス情報、米国を
中心とした法情報などのデータベース。

学内限定＋VPN
フルテキストリンク可

学内限定  
同時アクセス数5

判例を検索できるデータベース。評釈などの関連文献情報
も確認できる。

学内限定  
同時アクセス数10

学内限定＋VPN　
同時アクセス数３

備考

検索窓にキーワードを入力

検索結果画面 読みたい論文を特定し、「どの雑誌に掲載されているか」確認

●海外の文献も検索したい場合は、
　「ウェブ全体から検索」を選択

『Google Scholar』とは
　Googleが収集した学術論文を検索できるデータベース。国内外の学術論文を網羅的に検索できる。
　　※論文本文を提供するサイトへリンクできるが、信頼性が低いものや、「正規版」以外の精度の低い論文も
　　　混在しているため、利用する際には注意が必要。

①キーワードを入力

②読みたい論文の「論文情報」を確認

本文の入手方法を確認できる「ナビゲーション画面」が開く
　※学内から接続するか、「Scholar設定」をした場合に表示

本文へ

論文本文へのリンク

【論文情報】
　　論文のタイトル
　　著者名・掲載雑誌名・発行年など

Scholar設定
　以下の設定をすると、学外からでも「フルテキストリンク＠甲南大」が表示されます
　　　①『Google Scholar』のトップページから設定画面（ 　　）を開く。
　　　②左メニューから、「図書館リンク」を選択。
　　　③検索窓で「甲南大学」を検索し、チェックボックスに□する。

★図書館ホームページ　　　　　　　　　よりアクセス

・学内で利用できるデータベースの一覧や、詳細情報を確認できます。
・データベース・電子ジャーナルを利用する際は、「利用上の注意」を遵守してください。

海外論文  物質科学分野の文献・物質・反応データベース。

3  学術雑誌・論文の探し方 － Ｂ.データベースで読みたい論文を探す

アクセス　図書館ホームページ＞　　　　　　　　＞「雑誌記事・論文」＞ 　　　　　　　　

海外論文  ライフサイエンス分野専門の文献データベース。
米国国立医学図書館提供。

フリー
フルテキストリンク可


