
A．書架で本を探す……………………………………　3

B．OPAC で甲南大学所蔵の本を探す………………  4

C．データベースで学内外の本を探す………………　4　　　

　　

 A．新聞 ………………………………………………　21

 B．ビジネス雑誌 ……………………………………　22

 C．本…………………………………………………　22

 D．企業情報データベース…………………………　23

　　
 A．文献を探す………………………………………　28

 B．判例を探す………………………………………　29

 C．法令を探す ………………………………………　31

 ◆　法情報の入手方法  ……………………………　32

　　

1. 情報探索の流れ ……………………………………  1

目次

＜　　　　 基礎編＞ ＜　　　　 分野別編＞

2. 本の探し方…………………………………………… 3   6. ビジネス情報の探し方 ………………………　21

  7. 統計データの探し方 …………………………　25
  8. 法情報の探し方 …………………………………　27

  9. 心理系専門文献の探し方……………………  33
10. 理工系専門論文の探し方……………………  35

11.「文献リスト」から文献情報を読みとる …　37
12. 施設案内……………………………………………　39
13. レファレンス・相互利用サービス………　41

＜裏表紙＞日本十進分類法（NDC）8版

◆　学術雑誌とは………………………………………　5

◆　学術雑誌・論文探索の流れ………………………　6

A．学術雑誌を探す

　　A- 1．OPAC で雑誌（冊子体）を探す…………　7

　　A-２．電子ジャーナルリストで電子ジャーナルを探す……　9

　　A-３．発行元サイトなどで電子ジャーナルを探す ……　11

B．データベースで読みたい論文を探す

　　B-１．CiNii Articles で日本の論文を探す ……　13

　　B-２．Google Scholar で国内外の論文を探す… 15

　　B-３．主な雑誌記事・論文データベース一覧… 16

◆　インターネットで情報収集する時は……………　19

◆　辞書・事典データベースを使う…………………　20

3. 学術雑誌・論文の探し方 ………………………  5

4. 新聞記事の探し方 ………………………………… 17
5. インターネットを使った学術情報収集…… 19

甲南大学図書館

報報情報情 探索ガイド探索ガイド

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

日本十進分類法（ＮＤＣ）　８版

000 総　　記
　　007 情報科学

　010 図書館

　020 図書 . 書誌学

　030 百科事典

　060 学会 . 団体 . 研究調査機関

　　069 博物館

　070 ジャーナリズム . 新聞

　080 叢書 . 全集

100 哲　　学
　100 哲　学

　120 東洋思想

　130 西洋哲学

　140 心理学

　　146 臨床心理学・精神分析学

　150 倫理学 . 道徳

　160 宗　教

　170 神　道

　180 仏　教

　190 キリスト教

200 歴　　史
　　209 世界史 . 文化史

　210 日本史

　220 アジア史 . 東洋史

　230 ヨーロッパ史 . 西洋史

　240 アフリカ史

　250 北アメリカ史

　260 南アメリカ史

　270 オセアニア史

　280 伝　記

　290 地理 . 地誌 . 紀行

300 社会科学
　310 政　治

　320 法　律

　　321 法学 . 法哲学

　　322 法制史

　　323 憲法 . 行政法

　　324 民　法

　　325 商　法（会社法）

　　326 刑法 . 刑事法

　　327 司法 . 訴訟手続法　

　　329 国際法

　330 経　済

　　331 経済学 . 経済思想

　　332 経済史・事情

　　333 経済政策 . 国際経済

　　334 人口 . 土地 . 資源

　　335 企業 . 経営

　　336 経営管理（会計）

　　337 貨幣 . 通貨 . 物価

　　338 金融 . 銀行 . 信託

　　339 保険

　340 財　政

　350 統　計

　360 社会（社会福祉）

　　366 労働経済 . 労働問題（労働法）

　　367 家族・性問題（ジェンダー）

　370 教　育

　380 風俗習慣 . 民俗学

　　389 民族学・文化人類学

　390 国防 . 軍事

400 自然科学
　410 数　学

　420 物理学

　430 化　学

　440 天文学 . 宇宙科学

　450 地球科学 . 地学 . 地質学

　460 生物科学 . 一般生物学

　470 植物学

　480 動物学

　490 医学 . 薬学

　　493 精神医学

500 技術 . 工学 . 工業
　510 建築工学 . 土木工学　

　　519 公害・環境工学　

　520 建築学

　530 機械工学

　540 電気工学

　550 海洋工学 . 船舶工学

　560 金属工学 . 鉱山工学

　570 化学工業

　580 製造工業

　590 家政学 . 生活科学

600 産　　業
　610 農　業

　620 園芸 . 造園

　630 蚕糸業

　640 畜産業 . 獣医学

　650 林　業

　660 水産業

　670 商　業

　　675 マーケティング　

　680 運輸 . 交通

　　689 観光事業

　690 通信事業

700 芸　　術
　710 彫　刻

　720 絵画 . 書道

　730 版　画

　740 写真 . 印刷

　750 工　芸

　760 音楽 . 舞踊

　770 演劇 . 映画

　780 スポーツ . 体育

　790 諸芸 . 娯楽

800 言　　語
　810 日本語

　820 中国語 . 東洋の諸言語

　830 英　語

　840 ドイツ語

　850 フランス語

　860 スペイン語

　870 イタリア語

　880 ロシア語

　890 その他の諸言語

900 文　　学
　910 日本文学

　920 中国文学 . 東洋文学

　930 英米文学

　940 ドイツ文学

　950 フランス文学

　960 スペイン文学

　970 イタリア文学

　980 ロシア文学

　990 その他の諸文学

Nature



1 2

基　　　　礎　　　　編 分　　野　　別　　編

ビジネス情報 統計 法情報 心理学 理工系

本 雑誌記事 ・論文 新聞 インターネット

体系的にまとめられた情報

学習・研究の基本資料

研究成果の報告や研究動向

専門的な研究情報

ニュース

政治・社会動向

多様な情報

言葉の意味

→P３～４ →P５～ 16

→P７

→P13

→P17 ～ 18

→P21 ～ 24 →P25 ～ 26 →P27 ～ 32 →P33 ～ 34 →P35 ～ 36

→P19 ～ 20

読みたい論文が

決まっている

テーマから本を探す

読みたい論文が

決まっていない

学術雑誌

一般雑誌

書架で本を探す

学術雑誌を探す

新聞記事を見る

動向をつかむ インターネットで
調べる

本で調べる

企業を調べる

文献を探す

判例を探す

辞書・事典
データベース

インターネットで
情報収集する

海外の新聞を見る

データベースで
読みたい論文を探す

OPAC で

雑誌（冊子体）を探す

電子ジャーナルリストで

電子ジャーナルを探す

発行元サイトなどで

電子ジャーナルを探す

１Ｆ新聞コーナー

２Ｆ雑誌コーナー

学術情報提供サイト

辞書・事典

データベース

判例雑誌

企業情報データベース

原紙

データベース

縮刷版

・一般図書

　　→１・2 階開架

・辞書・事典

　　→２階参考図書

・現代小説・就活

　　→２階中山文庫

・語学学習

　　→語学学習室

・書庫資料

　　→２階カウンターで手続き

1.

2.

3.

1.

2.

◆

CiNii Articles で

日本の論文を探す

Google Scholarで

国内外の論文を探す

主な論文データベース一覧
→P16

１・２Ｆ雑誌コーナー

「ビジネス情報」へ  →右頁

判例データベース

１Ｆ新聞コーナー

新聞記事

データベース

データベース

新聞記事

データベース

原紙

２Ｆ白書コーナー

２Ｆ参考図書コーナー

官公庁 HP など

法学文献データベース

図書館 HPへ

図書館 HPへ

図書館 HPへ

図書館 HPへ 図書館 HPへ

図書館 HPへ

図書館 HPへ

図書館 HPへ

Google など

Google など

専門文献を探す

書架で探す

心理学文献

データベース

「学術雑誌を探す」へ

　　　　　→　左頁

先行論文を探す

専門文献

データベース

「学術雑誌を探す」へ

　　　　　→　左頁

法令を探す

参考図書（六法）

法令データベース

新聞

ビジネス雑誌

本

新聞記事・

ビジネス雑誌

データベース

一般書架

２Ｆ雑誌コーナー

直接書架へ

図書館 HPへ直接書架へ

直接書架へ

直接書架へ

図書館 HPへ

図書館 HPへ

図書館 HPへ

直接書架へ

直接書架へ 直接書架へ

直接書架へ

直接書架へ

図書館 HPへ

キーワードから本を探す

OPAC で本を探す

「所在」場所 電子書籍の
サイト
データベース

データベースで
学内外の本を探す

図書館 HPへ

直接書架へ

甲南大学図書館ホームページについて

　図書館ホームページは、情報検索の入口です。

※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。
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文献検索・新聞記事・辞書など、
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甲南大学が購入している
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1  情報探索の流れ
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語学学習室

新着
大型別置

教員著作

小型別置

小型別置

１Ｆ開架一般

２Ｆ開架一般

入口

1F ２F

参考図書 中山文庫
特設

シラバス

「目次」でチェック
　・探している内容が含まれているか
　・本を読む時に、どこを重点的に読むか
「索引」でチェック
　・探しているキーワードが、どのページに載っているか

分類番号

図書館の本は「日本十進分類法」に基づいてテーマ別に並んでいます。探したいテーマの
書架を眺めるだけで、いろいろな本に出会えます。

キーワードやタイトル・著者名から、本を検索できます。

クリックすると、フロア図や利用方法などが表示されます。

ここをクリック

◆ 「目次」、「索引」を活用しよう！
目次

索引

裏表紙を確認 書架を見に行く 本を選ぶ 検索画面

検索結果画面

検索結果画面（電子書籍）
※別置コーナーの本について
 ・１Ｆ特設コーナー（おすすめの本など）
 ・１Ｆ新着図書コーナー
 ・１Ｆシラバスコーナー
 ・１Ｆ開架小型（文庫・新書）
 ・１Ｆ開架大型（Ａ４サイズより大きい本）
 ・１Ｆ教員著作コーナー
 ・２Ｆ参考図書コーナー（辞書・事典・白書・法令など）
 ・３・４Ｆ書庫（専門書・年代の古い本、洋書）
　　⇒書庫の利用は、２Ｆカウンターへ

● 単語で区切って入力
● 「フルタイトル」で検索すると書名完全一致検索
● 著者名は姓と名の間にスペース

※本の配列について
　 請求記号ラベルの (1)(2)(3) の順に並んでいます。

※裏表紙の「日本十進分類法」に、調べたい内容に合うものが見つからない時は、
　『ＯＰＡＣ（蔵書検索システム）』で検索し、分類番号をチェックしよう !　→右頁

Ａ. 書架で本を探す Ｂ. ＯＰＡＣ（蔵書検索システム）で甲南大学所蔵の本を探す

「目次」や「あらすじ」を確認したり、他大学図書館等が所蔵する本を広く検索できます。

アクセス　図書館ホームページ＞ 　　　　　　　　＞「図書」

★他大学図書館等を利用したい時は、図書館2Ｆヘルプデスクにおたずねください。 →P42

Ｃ. データベースで学内外の本を探す　　　　　

読みたいテーマの
「分類番号」を確認

キーワードを入力

①「所在」、②「請求記号」を確認し、書架へ

書架の「分類番号」を
確認

「請求記号」ラベルの
「分類番号」を確認

全国の大学図書館等が所蔵する本や雑誌を検索できます。

2  本の探し方

●②
●③

●①

※書庫資料利用時は、③のボタンで該
当の所在を選択し、「予約・請求」
ボタンをクリックして『出庫請求票』
を表示・印刷し、２Fカウンターへ

※電子書籍は学内の
　パソコンやWiFiに
　接続した端末から
　利用できます

アクセス　図書館ホームページ＞
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アクセス　図書館ホームページ＞
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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
　　　⇒ 図書館１Fカウンターで利用申し込み　→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2Ｆ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）「所蔵館」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「所蔵巻・所蔵年」、②「所蔵館」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、「継続中」と表示される。
【新着雑誌配架】　最新号～2・3年分が「所蔵館」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。　⇒図書館１Ｆカウンターで利用を申し込む。

★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＞

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

１Ｆ雑誌コーナー

２Ｆ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
※フルタイトルに入力すると書名完全一致検索

「雑誌名」「発行年」
「巻号」などを記入

本文入手

読みたい「巻号」が含まれているかを確認
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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　 『Academic One File』

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。

⇒ 2000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

「掲載年」、
「巻号」を選択

「論文のタイトル」を選択

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、『電子ジャーナルリスト』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＞ 　　　　　　　　

●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

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。

読みたい「巻号」が含まれているかを確認
 2000年から利用可（最近1年分は利用不可）

PDF全文
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オープンアクセス論文・雑誌とは
インターネットを使って、誰でも無料で利用できる学術雑誌・論文です。
トップジャーナルに掲載されている論文でも、無料公開されているものが多くあります。
　・同じ論文が、複数のサイトから提供されていることがあります。

　　　　→　信頼性の高いサイトから提供されているものを選んでください。

　・信頼性が低い（査読されていない）論文や、精度が低い（校正前など）論文が含まれています。

　　　　→　自分の論文などに引用する場合は、出版社が提供する「正規版」を利用してください。

★利用方法がわからない時は、図書館２Ｆヘルプデスクへ！

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。

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！

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。

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
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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。⇒図書館１Ｆカウンターで利用を申し込む。
　　⇒『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

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。 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

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 Collection

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。

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、
　「すべての言語」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』のトップページの左メニューから設定画面（ 　　）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
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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
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今日のニュースをチェック!

キーワードから検索できる

特定の年月の出来事を
目次で一覧できる 『The Japan Times』、『The New York Times International Edition』、『The Japan News』、

『The Japan Times ST』など、英字新聞を利用できます。　⇒1Ｆ新聞コーナーへ

『The Times Digital Archive』（1785-1985のロンドンタイムズ紙）、
『Factiva』などから利用できます。

新聞記事データベース、こんな使い方も

特定の海外新聞を利用したい時は・・・

●わからない時事用語を調べる
　 　新聞には用語解説の記事があります。
　 　時事用語などをキーワードに検索してみよう!

①『電子ジャーナルリスト』で読みたい新聞を利用できるかを確認する

●書評を探す
　　 「プロの書評」は、様々な視点で作品を
　 　読むヒントになるかも…

例）村上春樹著『1Q84』の書評を探す
　　⇒キーワード「1Q84」「村上春樹」「書評」
　　　などで検索

原 紙

データベース

原 紙

データベース

縮刷版

◆ 新聞記事を見るには ◆ 海外の新聞を見るには

過去2年分を利用できます。
　【最新号】１Ｆ新聞コーナー

　【当月分】１Ｆカウンターへ

　【過去２年分】２Ｆカウンターへ

【過去２年分】２Ｆ雑誌コーナー

【バックナンバー】雑誌館

　　　　　　　→１Ｆカウンターへ

朝日・毎日・読売・神戸・日経・産経新聞、
The Japan Times / International New York Times、
The Japan News

朝日新聞（1940～）
日本経済新聞（1961～）

※「VPN」と記載のあるものは、自宅からでも利用することができます。

＊「日経テレコン＜フルメニュー版＞」では、複数紙をまとめて検索できます。
　⇒図書館2Ｆヘルプデスクで申し込む。

データベース名

ヨミダス歴史館

聞蔵Ⅱ

日経テレコン

読売新聞 1874～ 学内+VPN

学内

学内+VPN

2Ｆ専用PC

1879～

1981～

各紙による

朝日新聞

日経各紙

日経テレコン＊
＜フルメニュー版＞

日経+主要全国紙
地方紙、業界紙

明治　　　大正　昭和　　　  　　平成 アクセス

4  新聞記事の探し方

縮刷版

新聞コーナー 入口

1F ２F

アクセス　図書館ホームページ＞ 　　　　　　　　

アクセス　図書館ホームページ＞　　　　　　　　＞「新聞」 　　　　　　　　

新聞名でタイトル検索　⇒新聞を利用できるデータベースと利用可能年がわかる
　　例）『New York Times』が読みたい場合
　　　　　⇒「New York Times」でタイトル検索　⇒『Factiva』で閲覧可

②読みたい新聞を閲覧できるデータベースで記事検索
　　データベースの利用方法がわからない時は、２Ｆヘルプデスクへ
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『JapanKnowledge Lib』とは
　　百科事典や言語辞書、現代用語集など、日本の辞書・辞典を一度に検索できるデータベース。

＜主なコンテンツ＞
　  一般
　　　『日本大百科全書』
　　　『日本国語大辞典』
　  日本史
　　　『国史大辞典』
　  各種言語辞書
　　　英、独、仏、中、韓
　  専門用語
　　　『理化学英和辞典』
　　　『化学辞典』
　　　『法律用語辞典』
　  現代用語
　　　『Imidas』
　  叢書
　　　『東洋文庫』
　　　『日本古典文学全集』
　  雑誌
　　　『週刊エコノミスト』
　　　『会社四季報』
　　　　　　　・
　　　　　　　・
　　　　　　　・

『ブリタニカ・オンライン・ジャパン』とは
　　海外の事象を含めた百科事典。各年の出来事や統計を含む「国際年鑑」も検索可。
　　日本語版の検索結果から、英語版の「Britannica Online」の記事へリンクすることもできる。

インターネット上には膨大な量の情報があり、個人が自由に発言した内容も多く含まれています。
学習や研究で利用する場合は、複数のサイトや文献を使って検証しよう！

言葉の意味・用法や成り立ち、事柄の概要など、「定番の基本情報」を調べることができます。

□　だれが、いつ、何のために公開した情報か

□　情報源は確かか

□　最新の情報か

◆ インターネットで情報収集する時は ◆ 辞書・事典データベースを使う　

学協会・研究機関サイト
新聞社サイト ネットニュース SNS

口コミ
ブログウィキペディア企業サイト大学サイト

官公庁サイト 質問情報サイト

信頼性
高 低

速

速
さ

遅

⇒何を調べたらよいかわからない時は、とりあえず『Google』でヒントを見つけよう！

Q. レポートを書くために「平生釟三郎」についての情報を収集したい。

ウィキペディア
※出典が確かではない情報に注意！

個人のブログ
※情報の裏付けを取ろう！

小項目事典
　簡潔な百科事典
大項目事典
　歴史や背景を知る
国際年鑑
　世界の動きを確認

英語版へ

終了する時は
ログアウト

国立国会図書館
電子展示会

大学のサイト

画像からリンク

文献を紹介するサイト

団体サイト

1）『JapanKnowledge Lib』で言葉を調べる

2）『ブリタニカ・オンライン・ジャパン』で百科事典を調べる

5  インターネットを使った学術情報収集

アクセス　図書館ホームページ＞ 　　　　　　　　＞「百科事典・辞書」

「全文」に切り替えると、
本文を対象に再検索

英語版の「Britannica Online」
記事内容が詳しく、画像や動画
コンテンツも充実!
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ビジネス情報には、経済や業界の情報、企業情報などがあります。就活にも活用しよう！ 『CiNii Articles』などの雑誌記事データベースで、特集記事などを探そう！　→P13

◆主なビジネス雑誌

◆ビジネス雑誌が読めるデータベース

◆業界地図 ◆業界本、企業研究本

◆ 概要

新聞原紙やデータベースで、幅広く情報を集めることができます。　→P17も参照

Ａ. 新聞　　　　　　　　　　　

Ｂ. ビジネス雑誌

『OPAC（蔵書検索システム）』で「業界名」や「企業名」をキーワードに検索。　→P3

Ｃ. 本

検索画面 キーワードを入力し、見出しを表示

業界の動向をつかむ 企業を調べる

【Ｂ.ビジネス雑誌】【Ａ. 新聞】 【Ｃ. 本】 【Ｄ.データベース】
企業の沿革や事業内容、
経営状況を知る。

『日経テレコン』‐「記事検索」
　日本経済新聞社が発行する新聞（1981年から今日まで）の新聞記事を検索できるデータベース。

1）『日経テレコン』‐「記事検索」で新聞記事を探す　　

Q. 「大手航空会社を取り巻く環境は厳しい」と聞いた。
　　「航空業界」についてのビジネス情報を集めて、その理由を調べたい。

速 遅

多断片的 情報量

図書館1Ｆ・2Ｆ雑誌コーナー、サイバーライブラリ
　※データベースで本文を読めるものもあり

「ランキング」からは、
関連企業がわかる。

業界動向がわかる。

「インタビュー」からは、
トップの考え方がわかる。

図書館２Ｆ
中山文庫資格

業界の規模や
企業の関係がわかる。

図書館
1Ｆ・２Ｆ開架

図書館
1Ｆ開架小型

②見出しを表示

①キーワードを入力

字数が多い記事は内容が詳しい
記事イメージを表示

一面の記事はニュース性が高い

地方版は地域のニュースに強い

『日経ビジネス』など日経BP社発行の雑誌

『東洋経済』など、東洋経済新報社発行の雑誌

海外のビジネス雑誌

6  ビジネス情報の探し方

アクセス　図書館ホームページ＞ 　　　　　　　　＞「新聞」＞

アクセス　図書館ホームページ＞ 　　　　　　　　
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関連企業がわかる。

業界動向がわかる。

「インタビュー」からは、
トップの考え方がわかる。

図書館２Ｆ
中山文庫資格

業界の規模や
企業の関係がわかる。

図書館
1Ｆ・２Ｆ開架

図書館
1Ｆ開架小型

②見出しを表示

①キーワードを入力

字数が多い記事は内容が詳しい
記事イメージを表示

一面の記事はニュース性が高い
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『東洋経済』など、東洋経済新報社発行の雑誌

海外のビジネス雑誌

6  ビジネス情報の探し方

アクセス　図書館ホームページ＞ 　　　　　　　　＞「新聞」＞

アクセス　図書館ホームページ＞ 　　　　　　　　
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Ｄ. 企業情報データベース

サンプル画面

②見出しを表示

①企業名を入力

③「日経会社プロフィル」を選択

基礎情報、沿革

事業内容

財務諸表
　資産と負債のバランスを確認

業績推移
　　過去5年間の業績

関係会社
　子会社や出資企業など

同業他社と比較すると、

企業の特徴が見える!

『日経テレコン』‐「企業検索」
  日本国内の企業情報を検索できるデータベース。事業内容や業績推移、関連企業情報を確認できる。

1）『日経テレコン』‐「企業検索」で企業情報を探す

検索画面 企業名を入力、見出しを表示し、「日経会社プロフィル」を選択

『eol：総合企業情報データベース』　
　 事実をありのまま報告することが義務づけられた「有価証券報告書」を検索できるデータベース。

２）『eol：総合企業情報データベース』で企業情報を探す

企業情報画面

企業情報画面 企業の事業内容や業績推移、関連会社情報などを確認

＜有価証券報告書の主な内容＞
　　○企業の概況 
　　　・沿革 
　　　・事業の内容 
　　　・関係会社の状況 
　　　・従業員の状況 　など
　　○事業の状況 
　　　・業績等の概要 
　　　・対処すべき課題等 
　　　・事業等のリスク 
　　　・研究開発活動　など
　　○設備の状況 
　　○提出会社の状況 
　　　・株式等の状況
　　　・役員の状況　など　
　　○経理の状況
　　　　　　　・
　　　　　　　・
　　　　　　　・

【対処すべき課題等】
　　現在抱えている課題
　　 目標や経営戦略

【業績等の概要】
　　企業を取り巻く市場環境
　　 1年間の取り組みや成果

その他の企業情報データベース
国内外の企業情報を総合的に検索できるデータベース。
（海外情報は英語）

国内の企業の財務、有価証券などのほか、マクロ経済、地域
産業統計などの数値情報がダウンロードできる。

6  ビジネス情報の探し方

【連結】
　＝グループ全体
　　（子会社を含む）

同業他社へのリンク

アクセス　図書館ホームページ＞ 　　　　　　　＞「経済・ビジネス」＞
アクセス　図書館ホームページ＞ 　　　　　　　　＞「経済・ビジネス」＞
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アクセス　図書館ホームページ＞ 　　　　　　　＞「経済・ビジネス」＞
アクセス　図書館ホームページ＞ 　　　　　　　　＞「経済・ビジネス」＞
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◆ 統計データはどんな時に使う？

3.「一次統計」を探す

統計データをわかりやすく加工・編集した二次統計や白書があります。
　⇒２Ｆ参考図書コーナー（分類番号351）、２Ｆ白書コーナーへ

数値の増減を比較・分析すると、現況を客観的に判断でき、課題も発見できます。
統計データを自分の主張の根拠として活用し、説得力のあるレポートや発表資料を作成しよう!

⇒『Google』で、「インターネット」「利用」「統計」などをキーワードに検索してみよう!

⇒情報通信分野のデータは、電話や郵便と同じ「総務省」が管轄している？
　経済への影響に関するデータは「経済産業省」？　民間調査会社では？

1. 統計データはどこにある？

2. 統計データを探す

求める統計データは、「どんな機関」が調査し、「どこから提供されているか」を調査します。

「二次統計」には、調査した時のオリジナルデータである「一次統計」についての情報
（出典）が記載されています。

Q. 「インターネットに関する統計データ」を集めたい。　

Q. 「インターネットに関する統計データ」を集めたい。

総務省ＨＰ

最新情報のページか確認！

インターネットの
利用者数、人口普
及率の推移データ

総務省ＨＰ内
通信利用動向調査

目次や索引で、
どんな統計が
あるか調べる。

白書には、データ
分析や、現状に
ついて説明がある。

『日本の統計』 『日本国勢図会』 『情報通信白書』

「一次統計」を探そう！

【統計が提供されているサイト】
　　　●政府、各省庁のホームページ･･･「白書」も公開されている
　　　　・政府統計の窓口（e-Stat）http://www.e-stat.go.jp
　　　　・電子政府の総合窓口（e-Gov）http://www.e-gov.go.jp/
　　　●都道府県、市町村のホームページ
　　　●民間団体のホームページ･･･業界団体・協会

　統計情報が含まれるデータベース（図書館ホームページからアクセス）
　　　●『日経テレコン』、『Factiva』・・ビジネス情報
　　　●『ブリタニカ・オンライン・ジャパン』・・国別統計（国際年鑑）

【代表的な統計資料】
　　●『日本の統計』・・・・主要な統計をコンパクトに掲載
　　●『日本国勢図会‐日本がわかるデータブック』・・・経済・社会に関する主要な統計
　　●『日本統計年鑑』・・・各年の主な公的統計を網羅
　　●『国際連合世界統計年鑑』・・・各年の各国の実情と日本の位置づけ

関連する「一次統計」や
他の調査結果などが利用できる。

出典

求めるデータ 提供機関

国勢（地理、人口、財政）、産業、教育・福祉 国、地方公共団体など

経済・ビジネス 経済新聞社、業界団体、マーケティング調査会社など

国際統計 ⇒

⇒

⇒

国際連合、国際機関、ＮＧＯ団体など

最新の統計データは？
詳細なデータは？ 
関連する他のデータは？

B）本で調べる

「誰が」、「いつ」、「どうやって」調査した統計データか、必ず確認しよう!
A）インターネットで調べる

7  統計データの探し方

総務省の調査
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アクセス　図書館ホームページ＞ 　　　　　　　　＞「法律」＞

１.　本

２．雑誌記事・論文

３．新聞

◆ 概要 Ａ．文献を探す

事件に関連する文献
を探す。
　　　　　  →P28

裁判の経緯や判決等
の全文を確認する。
　　　　　  →P29

法令の条文を確認する。

　　　　　　  →P31

平成25年9月5日の新聞に、「婚外子の相続差別 違憲」と掲載されていた。

法情報は、大きく「A.文献」、「B.判例」、「C.法令」の３つに分けられます。

⇒『OPAC』で『法学教室』400号の雑誌館の所蔵を確認
⇒図書館１Ｆカウンターで利用を申し込む。

【Ａ. 文献を探す】 【Ｂ. 判例を探す】 【Ｃ. 法令を探す】

Q. 2.の 糠塚康江著「婚外子法定相続分 差別最高裁違憲決定」という論文を読みたい。　

※法律用語は『JapanKnowledge Lib』でも検索できます。 →P20

参考文献：いしかわまりこ他『リーガル・リサーチ』（第5版）日本評論社, 2016

②文献情報を確認
　「本」、「雑誌記事・論文」、
　「新聞記事」の情報が混
　ざって表示される。

①キーワードを入力

終了する時は
「ログアウト」

法律用語には、日常用語と異なる意味が与えられていることがあります。
文献や法令などに出てくる言葉は、専門の法律用語辞典を使って意味を確認しよう!

法律用語の調べ方

法学に関する本、雑誌、新聞など
本・・・・・・・概説書・入門書、体系書、特定テーマの研究書
　　　　　　 法律用語辞典、コンメンタール（法律を条文ごとに解説）など
雑誌・・・・・・法学を学ぶ学生向け雑誌　 例）『法学教室』など
　　　　　　 実務者向けの判例解説や研究論文などを掲載した雑誌　例）『ジュリスト』など
新聞・・・・・・注目されている法律の制定・改正や、裁判に関する記事など

⇒『ＯＰＡＣ』で検索

⇒『ＯＰＡＣ』、『電子
　ジャーナルリスト』
　で検索→Ｐ5～12

⇒新聞原紙、「新聞記事
　データベース」を
　確認→Ｐ17

本の情報

掲載雑誌の情報

掲載紙の情報

検索画面

A. 文献

過去の裁判における裁判例（裁判所が法律的判断をする際に参考とする）
判例全文・・・裁判所の判決等の全文　例）『最高裁判所判例集（民事・刑事）』など
判例雑誌・・・主要な判例の要点、解説（評釈）　例）『判例時報』など

9月4日の最高裁判所大法廷で、民法の「法定相続分＊」は、“法の下の平等を
定めた憲法に違反する”と判断された。

B. 判例

法律と命令（条例や規則などを含めることもある）C. 法令 キーワードを入力し、検索結果（右側）から文献情報を確認

1）『D1-Law』‐「法律判例文献情報」で文献を探す　

Q. 「婚外子の相続分（法定相続分）」に関する法情報を探したい。

Q. 『有斐閣法律用語辞典』を使って、 「婚外子」を調べる。

Q. 「婚外子の法定相続分」に関する文献（本や雑誌記事・論文、新聞記事）を探したい。

⇒『D1-Law 法律判例文献情報』で、「婚外子」、「法定相続分」をキーワードに検索。

『D1-Law』‐「法律判例文献情報」
　　法学分野に絞って本や雑誌記事・論文、新聞記事などの文献情報を検索できるデータベース。

8  法情報の探し方

＊平成25年9月4日時点では、「遺産相続の際、婚外子（両親が結婚していない子）の
　取り分は嫡出子（両親が結婚している子）の半分」と規定。
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　　　　　　 法律用語辞典、コンメンタール（法律を条文ごとに解説）など
雑誌・・・・・・法学を学ぶ学生向け雑誌　 例）『法学教室』など
　　　　　　 実務者向けの判例解説や研究論文などを掲載した雑誌　例）『ジュリスト』など
新聞・・・・・・注目されている法律の制定・改正や、裁判に関する記事など
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　ジャーナルリスト』
　で検索→Ｐ5～12

⇒新聞原紙、「新聞記事
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検索画面

A. 文献

過去の裁判における裁判例（裁判所が法律的判断をする際に参考とする）
判例全文・・・裁判所の判決等の全文　例）『最高裁判所判例集（民事・刑事）』など
判例雑誌・・・主要な判例の要点、解説（評釈）　例）『判例時報』など

9月4日の最高裁判所大法廷で、民法の「法定相続分＊」は、“法の下の平等を
定めた憲法に違反する”と判断された。

B. 判例

法律と命令（条例や規則などを含めることもある）C. 法令 キーワードを入力し、検索結果（右側）から文献情報を確認

1）『D1-Law』‐「法律判例文献情報」で文献を探す　

Q. 「婚外子の相続分（法定相続分）」に関する法情報を探したい。

Q. 『有斐閣法律用語辞典』を使って、 「婚外子」を調べる。

Q. 「婚外子の法定相続分」に関する文献（本や雑誌記事・論文、新聞記事）を探したい。

⇒『D1-Law 法律判例文献情報』で、「婚外子」、「法定相続分」をキーワードに検索。

『D1-Law』‐「法律判例文献情報」
　　法学分野に絞って本や雑誌記事・論文、新聞記事などの文献情報を検索できるデータベース。

8  法情報の探し方
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　取り分は嫡出子（両親が結婚している子）の半分」と規定。
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Ｂ．判例を探す

主要な判例の要点、解説（評釈）が掲載された雑誌。「○○法判例百選」「重要判例解説」
は、講義やゼミなどでよく使用されます。
　※抜粋であることも多いため、データベースなどで判例の全文を確認しよう！

⇒『LEX/DBインターネット』で、「平成25年9月4日」、「最高裁判所大法廷」をキーワード
　に検索。

⇒『OPAC』で雑誌館の所蔵を確認。 ⇒図書館１Ｆカウンターで利用を申し込む。

『○○法判例百選』

Q. 『法学セミナー』７０６号（58巻11号）に掲載された斎藤一久著の評釈が読みたい。

第一審、控訴審、上告審
への相互リンク。

◆代表的な判例雑誌

⇒図書館2Ｆ雑誌コーナー、雑誌館、サイバーライブラリへ

判例に関する解説や
評釈が掲載された
文献の情報。

関係する法令。

「書誌」を選択

①「裁判年月日」を入力

②「裁判所名」を指定

終了する時は
「ログアウト」

各分野の重要判例を確認
⇒『ジュリスト別冊』の棚へ

『重要判例解説』
過去の重要判例を確認
⇒『ジュリスト』の棚へ

判例雑誌
今注目されている判例を確認

②
裁
判
の
内
容

①
裁
判
の
全
文

③
関
連
文
献
情
報

書誌画面 ①裁判の全文、 ②裁判の内容、 ③関連文献情報を確認する。

1）判例雑誌について

2）『LEX/DBインターネット』を使って、判例を探す

Q. 婚外子の法定相続分について、平成25年9月4日、最高裁判所大法廷で違憲決定が行われた。
　　この裁判について、①裁判の全文、②裁判の内容、③関連文献情報（解説や評釈）を確認したい。

『LEX/DBインターネット』‐「判例総合検索」
　  判決等の全文、裁判の内容、関連する文献・法令情報など、判例に関する情報を検索できる
　  データベース。

検索画面 「裁判年月日」、「裁判所名」を入力し、検索結果から判例を選択

8  法情報の探し方

サンプル画面

アクセス　図書館ホームページ＞ 　　　　　　　　＞「法律」＞



29 30

Ｂ．判例を探す

主要な判例の要点、解説（評釈）が掲載された雑誌。「○○法判例百選」「重要判例解説」
は、講義やゼミなどでよく使用されます。
　※抜粋であることも多いため、データベースなどで判例の全文を確認しよう！

⇒『LEX/DBインターネット』で、「平成25年9月4日」、「最高裁判所大法廷」をキーワード
　に検索。

⇒『OPAC』で雑誌館の所蔵を確認。 ⇒図書館１Ｆカウンターで利用を申し込む。

『○○法判例百選』

Q. 『法学セミナー』７０６号（58巻11号）に掲載された斎藤一久著の評釈が読みたい。

第一審、控訴審、上告審
への相互リンク。

◆代表的な判例雑誌

⇒図書館2Ｆ雑誌コーナー、雑誌館、サイバーライブラリへ

判例に関する解説や
評釈が掲載された
文献の情報。

関係する法令。

「書誌」を選択

①「裁判年月日」を入力

②「裁判所名」を指定

終了する時は
「ログアウト」

各分野の重要判例を確認
⇒『ジュリスト別冊』の棚へ

『重要判例解説』
過去の重要判例を確認
⇒『ジュリスト』の棚へ

判例雑誌
今注目されている判例を確認

②
裁
判
の
内
容

①
裁
判
の
全
文

③
関
連
文
献
情
報

書誌画面 ①裁判の全文、 ②裁判の内容、 ③関連文献情報を確認する。

1）判例雑誌について

2）『LEX/DBインターネット』を使って、判例を探す

Q. 婚外子の法定相続分について、平成25年9月4日、最高裁判所大法廷で違憲決定が行われた。
　　この裁判について、①裁判の全文、②裁判の内容、③関連文献情報（解説や評釈）を確認したい。

『LEX/DBインターネット』‐「判例総合検索」
　  判決等の全文、裁判の内容、関連する文献・法令情報など、判例に関する情報を検索できる
　  データベース。

検索画面 「裁判年月日」、「裁判所名」を入力し、検索結果から判例を選択

8  法情報の探し方

サンプル画面
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Ｃ．法令を探す ◆ 法情報の入手方法

①小型の六法　→　②大型・分野別の六法　→　③現行法令 の順で確認していきます。

⇒『D1-Law』‐「現行法規 現行法検索」で確認。⇒平成25年12月11日に改正。
　⇒平成25年12月11日の『官報』（号外第269号）で改正を確認。

⇒1）「六法」で法令を探す。索引で「法定相続分」の掲載ページを確認。 → 民法900条
　2）『D1-Law』‐「現行法規 現行法検索」で法令を探す。「法定相続分」をキーワードに検索。

①小型の六法 ②大型・分野別の六法 ③現行法令

Q. 民法で規定されている婚外子の「法定相続分」について、最高裁判所で違憲決定が行われた。
　  この裁判に関する法令を確認したい。

＜本・雑誌の横断検索＞
『D1-Law.com』*
『法律文献総合 INDEX』（TKC）*
『CiNii Books』
『国立国会図書館サーチ』
＜雑誌記事・論文＞
『法律時報』『法学紀要データベース』*
『NDL-OPAC（雑誌記事索引）』
『CiNii Articles』『J-STAGE』
＜白書＞
『電子政府の統計窓口e-Gov』
  各地方自治体のホームページ

『日経テレコン』*
『日経テレコン（フルメニュー）』**
『ヨミダス歴史館』*
『聞蔵Ⅱ』*

『LEX/DBインターネット』*

『裁判例情報』（裁判所）
『公的判例集データベース』*

『法律文献総合 INDEX』（TKC）*
『D1-Law.com』*
『CiNii Articles』
『NDL-OPAC（雑誌記事索引）』

『官報情報検索サービス』**
『インターネット版「官報」』

『Super 法令Web』*
　　改正履歴も検索可

『D1-Law.com』*
『法令データ提供システム』（総務省）　
　　施行済みの法令のみが検索対象

『日本法令索引』（国立国会図書館）　
　　現行法令、廃止法令、制定法令、法律案、
　　条約承認案件を検索できる

『国会会議録検索システム』（国立国会図書館）

　[　]内は文献略語（『法律時報』８７巻１号「文献略語表」より）

本

雑誌（論文）

新聞

判例DB

判例集

判例雑誌

判例解説
判例評釈

官報

法令全書

六法

法令集 
法令DB

国会議事録

冊子体

文献　　　法学に関する本、雑誌、新聞など

判例　　　過去の裁判における裁判例（裁判所が法律的判断をする際に参考とする）

法令　　　法律と命令（条例や規則などを含めることもある）

①キーワードを入力 ②法令を選択 改正状況がわかる

最重要な法令を収録

掲載されていない場合

重要な法令を収録 現在有効な全ての法令を収録

『六法全書』など『デイリー六法』など 『現行法規総覧』など

1）「六法」で法令を探す

2）『D1-Law』‐「現行法規 現行法検索」で法令を探す

Q. ９月４日の決定後、民法の「法定相続分」についての条文が改正されたか、確認したい。　

『D1-Law』‐「現行法規 現行法検索」
　  現行法令（現在有効な法令）を検索し、法令の内容や関連条文などを確認することができます。

図書館・サイバーライブラリ　参考図書コーナーへ

検索画面 キーワードを入力し、検索結果（右側）から法令を選択

『官報』、『法令全書』とは　―国が発行する法令資料―

8  法情報の探し方

終了する時は
「ログアウト」

法令が制定・改正されると、『官報』で公布・公告されます。
　『官　　報』： 法令の原典で、最も早く条文を知ることができる資料
　『法令全書』： 『官報』に載った法令を種類ごとにまとめて編集した刊行物（月刊）

アクセス　図書館ホームページ＞ 　　　　　　　　＞「法律」＞

概説書・入門書、体系書、特定テーマの研究書、
コンメンタール（法律を条文ごとに解説）
　　　　　　　　　　　　　　　→１Ｆ開架一般

法律用語辞典
統計、白書（事実をデータから知る）
　　　   　　　　　　　　→２Ｆ参考図書コーナー

『ジュリスト[ジュリ]』『法律時報[法時]』
『法学教室[法教]』『法学セミナー [法セ]』
　　　　　　　→２Ｆ雑誌コーナー、サイバー、雑誌館

大学紀要　例）『甲南法学』 →雑誌館

学会誌　　例）『私法』

『最高裁判所判例集（民事・刑事）』 
　　　　　→２Ｆ雑誌コーナー、雑誌館

『判例時報[判時]』『判例タイムズ[判タ]』
→２Ｆ雑誌コーナー、サイバー、雑誌館

法令
コンメンタール

『基本法コンメンタール』（別冊法学セミナー）
　　　　　　　→２Ｆ雑誌コーナー、サイバー、雑誌館

原紙　 　　　　最新版 →１Ｆ新聞コーナー
　　　　　　　　 当月分 →１Ｆカウンター
　　　　　　　　 過去2年分  →２Ｆカウンター
縮刷版 →２Ｆ雑誌コーナー、雑誌館

『法令全書』（月刊） →雑誌館

『官報』（新聞） →２Ｆカウンター（２年分）

『六法全書』（年刊） →２Ｆ参考図書コーナー

『判例六法』
『ポケット六法』『デイリー六法』

『現行法規総覧』 →２Ｆ雑誌コーナー

『現行日本法規』

『○○法判例百選』（別冊ジュリスト）　
『○○年度重要判例解説』（ジュリスト臨時増刊）

      →２Ｆ雑誌コーナー、サイバー、雑誌館

大学紀要、学会誌

データベース（＊は学内限定）　
（＊＊はヘルプデスク限定）
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Ｃ．法令を探す ◆ 法情報の入手方法
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　　　　　→２Ｆ雑誌コーナー、雑誌館
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→２Ｆ雑誌コーナー、サイバー、雑誌館
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　　　　　　　　 当月分 →１Ｆカウンター
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縮刷版 →２Ｆ雑誌コーナー、雑誌館
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『現行法規総覧』 →２Ｆ雑誌コーナー
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      →２Ｆ雑誌コーナー、サイバー、雑誌館

大学紀要、学会誌

データベース（＊は学内限定）　
（＊＊はヘルプデスク限定）
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専門用語（キーワード）を調べる

１. 入門書・概説書を探す

２. 学術雑誌を探す　－　最新の研究についての情報　－

３. 心理学のデータベース『PsycINFO（サイコインフォ）』で文献を探す

『心理学研究』のサイト（J-STAGE）

分類番号から書架で本を探す。

⇒OPAC（蔵書検索システム）で、「○○心理学」をキーワードに検索。

心理学→１４０　　精神医学→４９３
※社会心理学や教育心理学など、多分野にわたる心理学は、各分野の書架にあります。

専門用語を調べるための学術用語辞典があります。
　⇒２Ｆ参考図書コーナー（分類番号１４０、４９３）へ
　　・専門用語で文献検索すると、的確に検索できる

　　・英語の専門用語が調べられる

　　　　　誌名

『心理学研究』

『教育心理学研究』

『発達心理学研究』

『心理臨床学研究』

『甲南大学紀要　文学編』

　　　発行元

日本心理学会

日本教育心理学会

日本発達心理学会

日本心理臨床学会

甲南大学文学部

　　　　　　　アクセス方法

『J-STAGE』　/　２Ｆ雑誌コーナー

『J-STAGE』

『CiNii Articles』

　所蔵無し　⇒相互利用サービスへ　→P42

『CiNii Articles』　/　２Ｆ雑誌コーナー

学会誌

紀要

学会誌： 同じ研究分野の専門家による審査（査読）を経た論文が掲載される。＝質の保証
紀　要：大学や研究所が発行。各組織に所属する研究者が執筆するため、収録分野がバラバラ。
　　　　審査（査読）が無い場合や緩い場合が多いため、注意が必要。

キーワードは英語で

図書館２Ｆ
雑誌コーナー

～最新の研究を確認～

□査読

検索結果には、
本、雑誌論文が
混在している。

確認！

詳細検索画面で、
絞り込みができる。

論文情報

◆心理系の主な学術雑誌

雑誌（冊子体）

Q. 雑誌『心理学研究』（日本心理学会）を利用したい。

一般論文（原著論文）とレビュー論文
　＜一般論文（原著論文）＞
　　実験・調査・分析した研究結果をまとめたもの。
　＜レビュー論文、展望論文＞
　　文献情報を整理して、研究の到達点や課題を考察した論文。
　　※執筆者の主観が含まれていることに注意入門書・概説書とは

　基本的な学説が体系的にまとめられている本です。
　理解しやすく、信頼できる一方で、最新情報が載っていないこともあります。

本文入手

9  心理系専門文献の探し方

電子ジャーナル（『J-STAGE』提供）
～キーワードから検索できる～

『PsycINFO（サイコインフォ）』
　  心理学分野に絞って本や雑誌記事・論文などの文献情報を検索できるデータベース。
　  アメリカ心理学会提供。　※『EBSCOhost』からアクセス。

アクセス　図書館ホームページ＞ 　　　　　　　　＞「心理」＞　　　　　　　『PsycINFO』

参考文献：山田剛志／林創『大学生のためのリサーチリテラシー入門』ミネルヴァ書房, 2011

詳細検索画面 検索結果画面

　　　　　　　で所蔵を確認。　→P９、14
　※本文入手できない時は、図書館２Ｆヘルプデスクに相談。　→P41
 　　　　　が表示された時は、ワンクリックで電子ジャーナルを閲覧可。

③本文PDF

②キーワードを入力

①「巻号一覧」タブに切り替え

アクセス　図書館ホームページ＞
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◆トップジャーナル１．先行研究論文を探す

２．「信頼できる論文か」検証

３．所在を探して入手

◆学会誌・学会論文集

◆データベース例

◆ 理工系専門論文検索の流れ

１．先行研究論文を探す

２．「信頼できる論文か」検証

多くの研究者が読んでいるトップジャーナルや学会誌は、一般的に信頼度の高い学術雑誌です。

電子ジャーナルリストを確認

OPACで所蔵を確認

世界が注目する研究成果が掲載される雑誌。本文は、ほとんどが英語。

学会の規模によって、その分野における影響力に差がある。

よく使うデータベースや

雑誌について、

先生や研究室の先輩に

聞いてみよう！

同じテーマで過去に研究された論文を検索・収集し、研究の参考にします。

分野毎によく利用されるデータベースがあります。　→P16も参照
Ａ）データベースで論文を探す

本や論文末尾の「参考文献リスト/references」から、関連論文を探します。　→P３７

Ｂ）「参考文献リスト」から論文を探す

掲載雑誌情報

＜自然科学全般＞ ＜各分野専門（一例）＞

ライフサイエンス 化学

※掲載雑誌名は、省略形で記載されています。

　例）　　　　　　　　　＝ Journal of the American Chemical Society

→ 学術雑誌・論文の探し方は、P5～１６へ ★利用方法がわからない時は、図書館２Fヘルプデスクへ！
J. Am. Chem. Soc.

１．先行研究論文を探す
　　A)キーワードでデータベースを検索

　　B)「参考文献リスト」を調べる

２．「信頼できる論文か」検証
　　・論文が掲載されている雑誌について調べる

３．所在を探して入手　→P５～１６
　　・電子ジャーナル

　　・雑誌（冊子体）

国内論文
科学技術系学会誌

全般

ライフサイエンス

電気・電子技術

全分野

『J-STAGE』

『CiNii Articles』

『PubMed』 

『SciFinder』 

『IEEE Xplore』
　http://ieeexplore.ieee.org/

『Google Scholar』

海外論文

全般

３．所在を探して入手

◆紀要 ◆一般誌
大学発行の学術雑誌。 研究者ではなく、専門記者が書いた記事も多い。

10  理工系専門論文の探し方

化学

アクセス　図書館ホームページ＞ 　　　　　　　　＞「雑誌記事・論文」

電子ジャーナル

雑誌（冊子体）

アクセス　図書館ホームページ＞

アクセス　図書館ホームページ＞
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アクセス　図書館ホームページ＞

アクセス　図書館ホームページ＞



37 38

 
  

 

 
 

 

 

練習問題１　下の文献リストを読みとって、図書館に所蔵されているかを検索してみよう！

①

②

③

練習問題２　本の奥付から、文献リストを書いてみよう！

１. 文献リストとは

２．文献情報の読みとり方・書き方

Ａ．文献を集める時に使う

Ｂ．自分のレポートに記載する時に使う

※下記の書式は一例です。分野によって、書き方が異なる場合があります。

レポート・論文を書く時に、引用したり参照した、本や論文のリストです。

文献リストから、関連したテーマの文献を芋づる式に集めることができます。

レポート・論文の最終頁に、参考にした本や雑誌論文などの情報（出典）を記載します。

本

雑誌論文

著者名『タイトル』 (シリーズ　巻　版 など），出版者，出版年
●　芦部信喜著　『憲法』　（第 5版）　岩波書店 ,  2011

●　海保博之 ( 編 )　（1985）.　心理・教育データの解析法10 講（基礎編）　福村出版　
　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　  
●　Fowler,W. “Shakespeare, his life and plays.”  Pearson Education, 2008, 
     　　　  　　
　　 (Penguin readers; level 4)

著者名　　　タイトル　　　　版　　　　　出版者　　　出版年

著者名　　　　　　 出版年　　　　　  　　　　　　　　タイトル　　　　　　　　 　　　　　　　出版者

著者名　　　　　　　　　　　　タイトル　　　　　　　                         出版者　     　　　  出版年　

　　　　シリーズタイトル　

「記事タイトル」『紙名』掲載年月日，紙面，ページ
●　「植物も悩んでこそ花開く」　『読売新聞』　2013 年５月１２日 ,　朝刊 , 　p２５

記事タイトル　　　　　　　　　 紙名　　　　　　　掲載年月日　　　　　 紙面　　　ぺージ　

著者名「論文名」『掲載雑誌名』巻 ( 号 ) ,ページ, 掲載年
●　安西敏三 , 「平生釟三郎と甲南教育：英国的教育の模索」　『甲南法学』　53（4）

　　p.447-505.  2013

著者名　　　　　　　　　　　　　　論文名　　　　　　　　　　　　　　　掲載雑誌名　　  巻 ( 号 )　 

　　ページ　  　　掲載年

新聞

「Ｗｅｂページのタイトル」Ｗｅｂサイト名，　入手先＝ＵＲＬ，（参照日付）
●　「統計でみるあの時といま No.1 東京オリンピック時と現在の状況について」 総務省ホームページ,

　　http://www.stat.go.jp/info/anotoki/index.htm　 ( 参照 2017.1.11)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＷＥＢ

レポートに記載する時は、
書式に従って書くと
カッコいい！

著者 タイトル 出版者 出版年

① ジャン・ボードリヤール，エトガール・ラモン『ハイパーテロルとグローバリゼーション』宇京賴三訳
　 （岩波書店,　2004年）
② 渡邉真理子「ブルックリンは生き続ける」『英語青年』2006年5月号，99－100.
③ Hichings, Henry. ”Warmer Weather in Austerland.” Times Literary Supplement 18
    Nov. 2005, 21.

秋元 孝文「(E)x Marks the Spot : Paul Auster Brooklyn Folliesと9.11後のリアリティ」『甲南大学紀要. 文学編』 160, 89-101, 2010.より抜粋

「文献リスト」は、
巻末や章末にあります。

自分のレポート参考にした本

文献リスト

11  「文献リスト」から文献情報を読みとる

Nature.

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

著者名　　　　　　　　　　掲載年　　　　　　　　　　　　　論文名　

掲載雑誌名　　   巻号　　　 ページ

入手先＝ＵＲＬ 参照日付

Webサイト名　Web ページのタイトル
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語学学習室

新聞コーナー

新聞コーナー

教員著作コーナー

視聴覚コーナー

PCルーム

シラバス
特設

PCルーム

グループ学習室
地階閲覧室

参考図書

雑誌コーナー

閲覧室２

独修エリア

独修エリア

リフレッシュコーナー

１Ｆ開架一般

サイバー一般

共同学修エリア

共同学習エリア 視聴覚ホール

カウンター

２Ｆ開架一般

中山文庫

書庫（洋書）書庫（和漢書）

入口

入口

カウンター

ヘルプデスク

雑誌コーナー

雑誌コーナー

※閉架 ※閉架

◆ 図書館 ◆ サイバーライブラリ　（５号館３階）

◆ 雑誌館　（５号館地階）

開講日・試験期間 休講日 夏期休業期間

9：00～ 21：00 9：00～ 17：00 10：00～ 16：00

9：00～ 18：00

平  　日

土 曜 日 9：00～ 13：00 ―

※地階の利用は閉館の30分前まで

図書館１Ｆカウンターで、利用を受け付けています。

コピー機の利用について

【開館時間】

月  曜  日  ～  土  曜  日 9：00～ 21：00

日  曜  日  ・  祝  日 9：00～ 17：00

【開室時間】

開講日・試験期間 休講日 夏期休業期間

9：00～ 17：50 9：00～ 16：50 10：00～ 15：50

9：00～ 14：50

平　  日

土 曜 日 9：00～ 12：50 ―

【受付時間】

著作権に関する遵守事項

２F

1F

B1F

3F
4F

※１・２Ｆカウンター受付時間は、閉館の１０分前まで

４Ｆ書庫　（洋書）
３Ｆ書庫　（和書）

一般和書
一般洋書
参考図書

雑誌
新聞

＊利用は、２Ｆカウンターで受付
　受付時間　平　日：１７時５０分まで
　　　　　　土曜日：１４時５０分まで

２Ｆ開架一般　600-999

参考図書
　辞書，事典，法令集，統計，書誌，白書
中山文庫
　現代小説，実用書，資格，就活
雑誌
視聴覚資料（音声資料）
九鬼周造文庫

600　産業，   700 芸術・スポーツ
800　言語，   900 文学

１Ｆ開架一般　000-599

開架小型（文庫・新書），開架大型
開架洋書
語学学習室
視聴覚資料（映像資料）
新聞（当月分）
雑誌（約30誌の最新号）
特設，シラバス

共同学習エリア内では、
会話しながら学習できます。

000　総記（情報・図書館学）
100　哲学・心理学・宗教
200　歴史・地理
300　社会科学（法律・経済・社会学）
400　自然科学
500　技術・工学・工業 ● 学部学生は入館できません。「雑誌閲覧票」に必要事項を記入し、申し込んでください。

● スタッフが資料を取りに行きますので、図書館内で利用してください。
● 雑誌館の資料は貸出できません。

● 図書館、サイバーライブラリ、雑誌館の
　 本・雑誌のみコピーできます。

　 　※ノート、プリント、私物の本等は、コピー
　　　 できません。

● 必ず「複写申込票」を記入してください。

● 著作権法（第31条）で定められたルールを
　 遵守してください。

12   施設案内

グループ学修室

※閉架

※閉架

※閉架
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◆ レファレンス サービス

◆ 他大学図書館等からの資料取り寄せ・訪問　（ 相互利用サービス ）

開講日・試験期・休講日 夏期休業期間

9：00～ 16：30 10：00～ 11：30，1２：30～ 15：30

9：00～ 11：30

平  　  日

土  曜  日 ―

【ヘルプデスク受付時間】

図書館２Ｆヘルプデスクでは、様々な調べもの相談や質問に応じています。
蔵書検索システム（OPAC）の「My Library」からオンラインで問い合わせもできます。

本学が所蔵していない資料を取り寄せたり、他大学図書館等を利用することができます。
図書館２Ｆヘルプデスクで受け付けています。

学内に所蔵がない場合

①文献複写
コピーの取り寄せ

②図書借用
本の取り寄せ

③他館利用
他大学図書館等訪問

学生購入希望図書
※学習・研究に必要な本のみ
⇒ OPACより申し込み

相互利用サービス リクエスト

! 調べたいテーマについて、どんな資料があるか
　　・OPAC（蔵書検索システム）の使い方
　　・文献収集方法の案内
　　・参考図書（辞書・事典など）の使い方
　　・データベースの使い方
! 参考文献リストの活用方法
! 学内に所蔵していない図書・雑誌の利用方法

　　《複写できる資料》　論文・雑誌記事，本の一部分
　　《所　要　日　数》　３～１０日程度
　　《費　　　　　用》　コピー料金 (モノクロ１枚３５～５０円)  + 送料
・著作権法３１条に定められている範囲に限って依頼できます。

　　《借用できる資料》　本のみ
　　《所　要　日　数》　３～１０日程度
　　《借　用　期　間》　約２週間～３週間
　　《費　　　　　用》　送料　（ ８００円程度 ）
・借用した本は館内利用のみです。図書館外へ持ち出すことはできません。
・借用した本は、著作権法３１条に定められている範囲に限ってコピーできます。

利用したい資料、訪問したい図書館・日時等をご相談ください。「閲覧依頼書」等を
発行します。
　　※訪問希望日より１週間前までに申し込んでください。

・訪問指定日を厳守してください。都合が悪くなった場合は、必ず甲南大学図書館へ
　ご連絡ください。
・利用の際は、訪問先の図書館の指示に従ってください。

※次の大学図書館は、「相互利用に関する申し合わせ」を締結しているため、学生証・教職員証の
　提示のみで資料の閲覧・複写ができます。

 　◆神戸薬科大学図書館 ・・・[対象者]　教職員・大学院生・学生

 　◆甲南女子大学図書館 ・・・[対象者]　教職員・大学院生・学生

学習・研究で・・・
　　
　どんな情報を集めたらよいのか
　わからない。

就職活動で・・・
　　
　業界・企業情報やハウツー本など、
　役立つ情報を集めたい。

図書館で・・・
　　
　どんなことができるの？

! 業界や企業について、どんな情報があるか
! 時事情報の探し方
　　・新聞記事データベースの使い方
! 就活に役立つ本やビジネス雑誌はあるか

! 様々な「困った」にお応えします。
　　・本や雑誌が見つからない
　　・本をリクエストしたい
　　・友だちと一緒に勉強できる場所があるか
　　・図書館の中でパソコンを使いたい

ヘルプデスクで解決！

？
？

※本人以外の申し込み･受け取りはできません。申し込み後はキャンセルできません。

１）文献複写　― コピーの取り寄せ ―

2）図書借用　― 本の取り寄せ ―

３）他館利用　―  他大学図書館等訪問 ―

13  レファレンス・相互利用サービス（ヘルプデスク）

ヘルプデスク

1Fカウンター

2Fカウンター

入口

1F ２F
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　　・本をリクエストしたい
　　・友だちと一緒に勉強できる場所があるか
　　・図書館の中でパソコンを使いたい

ヘルプデスクで解決！

？
？

※本人以外の申し込み･受け取りはできません。申し込み後はキャンセルできません。

１）文献複写　― コピーの取り寄せ ―

2）図書借用　― 本の取り寄せ ―

３）他館利用　―  他大学図書館等訪問 ―
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2Fカウンター

入口

1F ２F
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日本十進分類法（ＮＤＣ）　８版

000 総　　記
　　007 情報科学

　010 図書館

　020 図書 . 書誌学

　030 百科事典

　060 学会 . 団体 . 研究調査機関

　　069 博物館

　070 ジャーナリズム . 新聞

　080 叢書 . 全集

100 哲　　学
　100 哲　学

　120 東洋思想

　130 西洋哲学

　140 心理学

　　146 臨床心理学・精神分析学

　150 倫理学 . 道徳

　160 宗　教

　170 神　道

　180 仏　教

　190 キリスト教

200 歴　　史
　　209 世界史 . 文化史

　210 日本史

　220 アジア史 . 東洋史

　230 ヨーロッパ史 . 西洋史

　240 アフリカ史

　250 北アメリカ史

　260 南アメリカ史

　270 オセアニア史

　280 伝　記

　290 地理 . 地誌 . 紀行

300 社会科学
　310 政　治

　320 法　律

　　321 法学 . 法哲学

　　322 法制史

　　323 憲法 . 行政法

　　324 民　法

　　325 商　法（会社法）

　　326 刑法 . 刑事法

　　327 司法 . 訴訟手続法　

　　329 国際法

　330 経　済

　　331 経済学 . 経済思想

　　332 経済史・事情

　　333 経済政策 . 国際経済

　　334 人口 . 土地 . 資源

　　335 企業 . 経営

　　336 経営管理（会計）

　　337 貨幣 . 通貨 . 物価

　　338 金融 . 銀行 . 信託

　　339 保険

　340 財　政

　350 統　計

　360 社会（社会福祉）

　　366 労働経済 . 労働問題（労働法）

　　367 家族・性問題（ジェンダー）

　370 教　育

　380 風俗習慣 . 民俗学

　　389 民族学・文化人類学

　390 国防 . 軍事

400 自然科学
　410 数　学

　420 物理学

　430 化　学

　440 天文学 . 宇宙科学

　450 地球科学 . 地学 . 地質学

　460 生物科学 . 一般生物学

　470 植物学

　480 動物学

　490 医学 . 薬学

　　493 精神医学

500 技術 . 工学 . 工業
　510 建築工学 . 土木工学　

　　519 公害・環境工学　

　520 建築学

　530 機械工学

　540 電気工学

　550 海洋工学 . 船舶工学

　560 金属工学 . 鉱山工学

　570 化学工業

　580 製造工業

　590 家政学 . 生活科学

600 産　　業
　610 農　業

　620 園芸 . 造園

　630 蚕糸業

　640 畜産業 . 獣医学

　650 林　業

　660 水産業

　670 商　業

　　675 マーケティング　

　680 運輸 . 交通

　　689 観光事業

　690 通信事業

700 芸　　術
　710 彫　刻

　720 絵画 . 書道

　730 版　画

　740 写真 . 印刷

　750 工　芸

　760 音楽 . 舞踊

　770 演劇 . 映画

　780 スポーツ . 体育

　790 諸芸 . 娯楽

800 言　　語
　810 日本語

　820 中国語 . 東洋の諸言語

　830 英　語

　840 ドイツ語

　850 フランス語

　860 スペイン語

　870 イタリア語

　880 ロシア語

　890 その他の諸言語

900 文　　学
　910 日本文学

　920 中国文学 . 東洋文学

　930 英米文学

　940 ドイツ文学

　950 フランス文学

　960 スペイン文学

　970 イタリア文学

　980 ロシア文学

　990 その他の諸文学
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