平成 25 年度教養ゼミナール

資料収集ガイダンス
長崎大学附属図書館

長崎大学附属図書館ホームページ
http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/
（エル ビー）

Google や Yahoo!などの検索エンジンで、「長崎
大学図書館」を検索し、結果から表示することもで
きます。

携帯電話用ホームページ
http://opac.lb.nagasaki-u.ac.jp/mobile/
（エル ビー）

開館時間の確認、蔵書検索（貸出
中の場合は予約、他キャンパス所
蔵の場合は取り寄せもできます）、
貸出延長のほか、貸出・予約・取り
寄せ状況の確認などもできます。

1. 本や雑誌を探す・・・長崎大学蔵書検索 OPAC
あなたが探している資料が長崎大学にあるかどうかは、

長崎大学蔵書検索 OPAC を使って調べることができます。
※OPAC＝Online Public Access Catalog

長崎大学附属図書館ホームページからアクセス
＞長崎大学図書館 OPAC
【簡易検索画面】

＜検索方法＞
資料区分を選択します。
検索対象地区で、キャンパスの指
定ができます。図書館にある資料
だけを検索したい場合は、図書館
にチェックを入れます。
フリーワード欄に、タイトル・著者名
等のキーワードを入力して検索しま
す。キーワードが複数ある場合は、
スペースで区切ると、AND 検索に
なります。
※詳細検索に切り替えると、より細かな条件で検索することができます。
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演習問題：図書を検索してみましょう
① 長瀧重信著「原子力災害に学ぶ放射線の健康影響とその対策」（丸善出版，2012 年発行）を検索
してみましょう。
【簡易検索画面】

キーワードは前方一致で検
索されるので、タイトルを
全て入力しなくても、初め
の数文字を入力するだけで
検索することができます。

【図書詳細情報画面】 書誌情報（上）と所蔵情報（下）が表示されます。

【書誌情報】
書名、著者名、出版
者、出版年、資料の
大きさなど、資料そ
のものに関する情報

【所蔵情報】
その資料の所在（ど
こにあるのか）や貸
出状況など、利用の
ために必要な情報

＜所蔵情報の見方＞
所在
→資料がある場所を表示しています。学部・学科等が表示されているものは、研究室所在の資料です。
請求記号
→図書の主題によって付与されている分類番号などからなる整理番号です。
図書 ID
→図書 1 冊ごとに図書館で付与している資料 ID 番号です。
資料状態
→利用可能かどうかの情報が表示されます。貸出中の場合は、返却期限が表示されます。また予約者がい
る場合は、予約人数も表示されます。
予約・取寄
→資料が貸出中の場合は、予約をすることができます。また他のキャンパスの図書館で所蔵している場合は、
取り寄せすることができます。
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所在リンクをクリックすると、配架
案内図が開いて、配架場所を確
認することができます。

請求記号は、図書の背に貼付され
ているラベルに対応しています。

上段は、日本十進分類法に基づい
て付与した分類番号です。図書は
この分類番号順に並んでいます。

貸出中の図書の予約、他キ
ャンパスの図書館からの図書
の取り寄せを希望する場合
は、このボタンをクリックしてく
ださい。この画面上で、予約・
取り寄せの手配ができます。
このように OPAC や図書館の
ホームページから利用できる
サービスを Web サービスと
いいます。
Web サービスはマイライブ
ラリからご利用ください。

あなた専用の図書館サービスのページです。
大学内からはもちろん、自宅や研修先からも利
用することができます。
図書の予約や取寄の他にも、下記のような便利
な Web サービスがご利用になれます。
* 現在借りている資料のタイトル、返却期限日の
確認
* これまでに借りた図書の履歴確認
* 図書の貸出期間の延長手続き
* 他大学からの図書借用、文献複写取り寄せ
依頼（ILL サービス）
* 教員おすすめの図書をチェック
* ブックレビューの書き込み、閲覧
* グループ学習室の空き状況確認 など

図書館ホームページ右下のログイン画面、または OPAC
画面の My Library ログインからご利用ください。
長大 ID は、bb［学生番号 8 桁］ 例）bb12345678
パスワードは、ご自分で設定したパスワードになります。
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演習問題：雑誌を検索してみましょう
② 長崎大学医学部紀要「Acta Medica Nagasakiensia」を検索してみましょう。
【簡易検索画面】

【雑誌詳細情報画面】 書誌情報（上）と所蔵情報（下）が表示されます。

英字の場合は、大文字・
小文字は関係ありませ
ん。全て大文字でも、全
て小文字でも、両方含ん
でいてもきちんと検索
できます。

【書誌情報】
誌名、出版者、出版
年、電子ジャーナル
の URL など、資料そ
のものに関する情報
【所蔵情報】
その資料の所在（ど
こにあるのか）や所
蔵巻号など、利用の
ために必要な情報
＜所蔵情報の見方＞
所在
→資料がある場所を表示しています。学部・学科等が表示されているものは、研究室所在の資料です。
所蔵巻号
→どの巻号を所蔵しているかを表示しています。括弧の外側は巻、内側は号を示しています。
所蔵年次
→所蔵巻号の最も古いものと、新しいものの発行年を表示しています。
＜巻号の見方＞ 巻号欄に記載がない巻号は、所蔵年次に含まれていても所蔵していません。
43-56

43 巻から 56 巻まで（あるいは 43 号から 56 号まで）は全て所蔵。

57（1-3）＋

57 巻の 1～3 号まで所蔵。＋は継続して受け入れる予定という意味。

書誌情報に、本文リンクという表示がある場合は、クリックしてみましょう。
電子ジャーナル（雑誌を電子化して Web 上で見れるようにしたもの）が利用できます。
電子ジャーナルは、いつでもどこでも 24 時間利用ができて大変便利です。
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資料の探し方の手順

欲しい資料がどこ
にあるかを調べる
（蔵書検索 OPAC）

貸出可の場合は所在を確認して、直接探
しに行きましょう。

長崎大学の
図書館にある

貸出中の場合は、予約ができます。
また他キャンパスの図書館所蔵の場合は
最寄りの図書館に取り寄せができます。
→ ◆予約・取寄サービス

長崎大学の
研究室にある

先生の研究室にある資料を利用したい場
合は、カウンターへご相談ください。

長崎大学に
ない

他の図書館から図書を借用したり、コピー
を取り寄せたりすることができます。
→ ◆ILL サービス
図書館にない必要な本をリクエストすると、
図書館に備え付けることができます。
→ ◆リクエスト制度

◆予約・取寄サービス
OPAC で資料を検索した際に、貸出中と表示された場合は、その画面で予約をすることができます。
また、他キャンパスの図書館所蔵の場合は、最寄りの図書館に取り寄せて借りることができます（貸出可能な資料
のみ）。借りた図書は、3 キャンパスのどこでも返却することができます。
雑誌の借用はできませんが、記事や論文のコピーの取り寄せはできます。複写料金は自己負担になります。
◆ILL サービス ※ILL＝Inter Library Loan
欲しい資料が長崎大学にない場合は、他の図書館から図書を借用したり、記事や論文のコピーを取り寄せることが
できます。郵送料や複写料金は自己負担になります。
◆リクエスト制度
自学学習、教養、研究等のために必要とされる資料をリクエストしていただき、図書館の予算で購入する制度です。
申込みは、図書館ホームページのリクエストフォーム及びリクエスト用紙にて受け付けています。

CiNii Books を使って、他の大学図書館の所蔵資料を調べよう！
あなたが探している資料が長崎大学で所蔵していなくても、国内に所蔵して
いる大学図書館があれば、資料の借用または複写の依頼ができます。
まずは、CiNii Books で検索してみましょう！雑誌も検索することができます。
図書館 HP >資料をさがす>データベース
からアクセスします。

検索ボックスにタイトルまたは著者名などの
キーワードを入力して検索します。
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2. レポートや論文を書くために・・・情報収集のプロセス
大学の
レポートや論文は、
高校までのレポート
とは違うんだ～

レポートや論文を書くにあたって、先行文献（過去に同様のテーマについて発表された本や論文）の調査は必須で
あり、先行研究の参照なしに書かれた論文は論文ではないとみなされてしまうこともあります。

「日本の政府開発援助のあり方と国益について」
というテーマでレポートを書くことになりました。先行文献の調査が重要である
ことはわかったけれど、どうやって資料やデータを収集したらいいの？
図書館には、さまざまな資料や情報があります。
皆さんにとって最も一般的な資料と言えば、図書・雑誌・新聞といった紙媒体ではないでしょうか。
これらの資料は、性格が異なるため、目的に応じて使い分けることが重要です。
種類

性格

図書

通読を前提としていて、大要を概説したものが多い。基本的に 1 冊の図書を同じ著者（1 人から複数
の著者）が執筆。特定のテーマに関する基礎的知識を得るのに有効だが、速報性は低い。

雑誌

一定のテーマと編集方針を元に逐次刊行される出版物。著者が異なる 1 つ 1 つの論文が集まって、
雑誌となっている。最新の知見が得られる。特定の専門分野に強く、速報性も高い。

新聞

時事関連、ローカル情報などを客観的に報道。一般の読者を対象としているため、専門性はあまり高
くないが、速報性に優れている。

情報はインターネットで集めれば十分～♪
なんて、思っている人はいませんか？Web サイトの情報を書いた人は誰ですか？
出所は明確になっていますか？そもそも、その情報は正確ですか？

インターネットの検索エンジンを使うと、簡単に調べ物が出来て大変便利ですが、誰が書いた情報なのかわからな
い場合や誤った情報が公開されていることもあります。
出所がわからない情報、正しいか誤っているかわからない情報を参考にして、大学のレポートや論文を書くことは出
来ません。また、古い論文などの情報は、インターネットではカバーできていない場合もあります。
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3. テーマに関連する図書を探す・・・長崎大学蔵書検索 OPAC
まずは、長崎大学蔵書検索 OPAC を使って、図書を検索します。
タイトル・著者名等の情報がわからない時は、自分で適切なキーワードを設定しましょう。

③ “日本の政府開発援助のあり方と国益”というテーマに関連する図書を探してみましょう。
例）資料区分で図書を選び、フリーワード欄に「政府開発援助」と入力して検索ボタンをクリックします。

キーワードを正しく選定して、検索の幅を広げよう！
内容が合致していても、タイトルの中にそのキーワードが含まれているとは限り
ません。また、今回の場合のように、「ODA」という略語の方が知名度が高い
場合は、略語で検索した方が検索結果の幅が広がる場合もあります。
その他にも、類義語である「国際貢献」や「開発協力」、ODA と関連が深い
「JICA（国際協力機構）」などから探ってみるのも 1 つの方法です。
今回のテーマのように、行政の取り組みに関わる内容の場合は、政府が発行している白書や統計などを参考にす
るのも効果的です。現在の動向やこれまでの実績などの正確なデータを得ることができます。
参考）

政府開発援助（ODA）白書 / 外務省編
政府開発援助（ODA）国別データブック / 外務省経済協力局編

基本的に、白書や統計は参考図書コーナーに並んでいます。参考図書とは、通常の図
書のように通読するものではなく、事柄について調べたりする時に、必要な部分だけを
参照する調査・参考のための資料で、レファレンスブックとも呼ばれています。
代表的なものとしては、辞書、事典、ハンドブック、名鑑、地図、図鑑などがあります。
参考図書コーナーの資料は、いつでも誰でも利用できるように、貸出はしていません。

～ 関連図書を参照したし、コレで万全！だと思っていませんか？ ～
図書は、重要な情報源であり、基本的な知識を得たり、理解を深めるためには大変有効です。
しかし、発行されるまでに長い時間を要しており、中身の改訂も頻繁に行われるわけではないの
で、新しい情報を手に入れることには、あまり適していません。
それに対して、雑誌は特定のテーマに沿って一定のサイクルで発行されており、論文を書いてか
ら発行されるまでの時間も図書より短いため、新しい情報を手に入れることができます。
一般的に、最新の研究成果は、まず論文として発信されるということも、覚えておいてください。
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4. テーマに関連する論文を探す・・・CiNii Articles
学術雑誌や大学紀要は、特定のテーマに関する研究成果を論じたもの（論文）を集めて冊子にしたものです。
図書の場合と同様に、長崎大学でその雑誌を所蔵しているかどうかは、OPAC で調べることができますが、雑誌の
中に掲載されている 1 つ 1 つの論文の情報までは、OPAC で調べることはできません。

では、雑誌論文はどうやって探したらいいの？
日本国内で発表された論文は、NII（国立情報学研究所）が提供する

論文情報検索データベース：CiNii Articles
を使って、キーワードから検索することができます。

長崎大学ホームページからアクセス
＞データベース ＞雑誌記事・論文（和文）＞CiNii
【簡易検索画面】

【詳細検索画面】

詳細検索という表示をクリックすると、詳細検索画面
に入れ替わります。

④ “日本の政府開発援助のあり方と国益”というテーマに関連する論文を探してみましょう。
例）簡易検索画面で、「政府開発援助 国益」と入力して、論文検索ボタンをクリックします。

論文の場合は、細かいテーマを設定し、それについて深く研究しているので、求めている内容により近い情報を得
ることができます。いろいろなキーワードを設定して、幅広い検索を心がけましょう。
例えば・・・ 「ODA 効果」、 「国際貢献 国益」、「開発援助 効果」 など
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【検索結果画面】
検索結果一覧から、読みたい論文のタイトルをク
リックすると、その論文の詳細情報を確認するこ
とができます。論文によっては、本文を無料で閲
覧できる場合もあります。

OPAC へのリンクもありますので、長崎
大学で、この雑誌を所蔵しているかど
うかも簡単に調べることができます。

論文入手の際に必要になるのが、この論文が掲載されている雑誌名、巻号、ページ、
出版年等の情報です。これらの情報は、収録刊行物の欄に記述されています。
この論文を入手したいと思ったら、まず収録刊行物の欄をチェックしましょう！

掲載雑誌

掲載巻（号）

掲載ページ

出版年-月

出版者

＜検索結果画面に表示されるバナーについて＞

これらのバナーをクリックすると、Web 上で本文を読むことができます。

電子ジャーナルがアクセス可能かどうかを調べることができます。フルテキストにアクセスができない場合は、
文献複写（ILL サービス）の申込みをすることができます。＊ご利用の際は、事前申込みが必要です。

OPAC・・・長崎大学の所蔵、NDL-OPAC・・・国立国会図書館の所蔵、CiNii Books・・・全国の大学図書
館の所蔵を調べることができます。
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5. 新聞記事データベースで記事を探す
最新の動向や歴史的な流れを知るためには、新聞記事の情報も欠かせません。
長崎大学附属図書館では、長崎新聞、朝日新聞、西日本新聞、読売新聞（中央館の
み）、毎日新聞（中央館、経済学部分館のみ）、産経新聞（経済学部分館のみ）、日本経
済新聞等を購読しており、過去分に関しても 1～3 年分保存しています。
それ以前の記事を探す場合や今回のようにテーマがはっきり決まっている場合は、新聞
記事データベースを用いると、効率的に関連記事を探すことができて大変便利です。

データベースとは・・・？
たくさんのデータを集めて整理し、必要に応じてそのデータを簡単に検索できるよう
にしたものです。OPAC や CiNii もデータベースの 1 つです。
長崎大学では、他にも様々なデータベースを契約しています。これらのデータベー
スは、質の高い情報ですので、レポートや論文の作成に活用しましょう！
長崎大学で契約している、新聞記事データベースには、朝日新聞の「聞蔵Ⅱビジュアル」、西日本

新聞の「PAPYRUS（パピルス）」、日本経済新聞の「日経テレコン 21」等があります。
長崎大学ホームページからアクセス
＞データベース ＞新聞記事
（同時アクセス 2）
【収録コンテンツ】
・朝日新聞 ［1984 年 8 月-］
・朝日新聞戦後紙面データベース ［1945 年-1989 年までの朝日新聞紙面を収録］
・AERA ［1988 年-］
※新聞記事データベースには、紙面イメージがついてい
・明治～昭和期の 110 年分の号外紙面
ます。（但し、著作権の関係で内容が表示されない場
・「朝日現代用語・知恵蔵」最新版
合も有ります）

（同時アクセス 1）
【収録コンテンツ】
・西日本新聞 ［1989 年 1 月-］
全国版（最終版）と九州 7 県の地方版
（但し、1989 年から 1997 年までは主要記事のみ収録）

※記事のみのテキスト形式。写真は公開されてい
ません。切り抜きイメージは未提供。

（同時アクセス 5） ※ID/PW を入力してご利用ください。
【収録コンテンツ】
・日本経済新聞 ［全国版 1981 年 10 月-, 地方版 1982 年 11 月-］
・日経産業新聞 ［1981 年 10 月-］
・日経 MJ（流通新聞） ［1985 年 10 月-］
・日経速報ニュース
※見出しと一部の抄録は、1975 年 4 月以降分を収録。
・日経 WHO’S WHO（人物情報）、
記事イメージも過去 20～30 年分が閲覧可能。
・日経会社プロフィル（会社情報）、企業決算
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⑤ “日本の政府開発援助のあり方と国益”というテーマに関連する新聞記事を探してみましょう。
例） 聞蔵Ⅱビジュアルを開きます。「日本 ODA」と入力して、検索ボタンをクリックします。
使用後は、必ずログアウト
をして終了してください。

新聞記事を探す場合は、
朝日新聞にチェックを入れます。

発行日の指定もできます。
年月日で指定する他、3 ヶ月、6 ヶ月など
の大きな括りで検索することもできます。
デフォルトは 3 ヶ月間です。
検索結果が表示されたら、読みたい記事の見
出しをクリックします。該当記事をテキスト形式
で読むことができます。
記事内に紙面イメージが表示されている場合
は、それをクリックすると、実際の新聞紙面のイメ
ージで記事を読むことができます。
プリントすることもできます。
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6. 参照文献の書き方と著作権
レポート・論文の中で、自分の論旨を説明・証明するために、他の人の意見や文章を用いることを 引用といいます。
著作権で保護された著作物から引用する際は、著作権法第 32 条及び第 48 条が適用されます。
引用する際は、以下の用件を満たすことが条件とされています。
①引用の必然性があること
②自分の文章が主で、引用が従であること
③他人の文章を括弧でくくるなどして、自分の文章と区別すること
④出所を明示すること

レポートを作成する際に、“コピペ”と呼ばれる行為はしていませんか？
引用元を明らかにせずに、いわゆるコピペでレポートを作成すると「剽窃」になります。何を参考
にしたのかを明示し、文章をそのまま引用して使用する場合は、その部分を「」でくくるなど、き
ちんと区別しましょう。
ひょうせつ

剽 窃 とは・・・ 他人の作品・学説などを、自分のものとして発表すること。
出典:『大辞林』第 3 版（三省堂 2006）

＜参照文献リストの作成＞
参考文献（文章を書く際に参照した本や論文）や引用文献（自分の文章の中で引用した他人の文章や意見、デー
タの原文献）は、参照文献リストとして、レポートの巻末あるいは各章末に表記する必要があります。
→ 過去の研究や文献の調査・収集を十分・正確に行った上で、新たな考えや意見を述べていることを証明するため。
→ 自分がどんな資料を使い、どの部分を参考にしたのかを明らかにすることで、読者への文献案内とするため。
表記法は各分野や出版物ごとに異なります。ここでは、図書・雑誌・新聞の基本形を紹介します。

＜引用文献・参考文献＞
草野厚. ODA の現場で考えたこと.
日本放送出版協会, 2010, 187p.
掘桂太郎. 開発途上国における技術
指導の在り方.
Society for Industrial Education,
2012, 17(1), p.13-20.

北岡伸一. 日本の PKO20 年 世界
への貢献、もっと幅広く. 朝日新聞,
2012-09-15, 朝刊, p.15. 聞蔵Ⅱ
ビジュアル,
http://database.asahi.com/libra
ry2/main/start.php,
（参照 2013-03-07）．

著者情報→タイトル情報→出版情報（出版者, 出版年, 巻号, ペー
ジ）→注記情報の順に記述する。各情報のグループの中は、コンマで
区切り、各情報のグループ終わりはピリオドを打ちます。

図書の場合
著者名. 書名：副書名. 版表示, 出版社, 出版年, 総ページ数.
* 著者が 3 名以上の場合は、「筆頭著者名ほか」として省略可
* 編書の場合は、編集代表の後に「編」を記述する。
* 初版の場合は、版表示は不要

雑誌論文の場合
著者名. タイトル：副タイトル. 雑誌名, 出版年, 巻数（号数）, はじめ
のページ-終わりのページ.
* 雑誌の出版者名は不要

新聞記事の場合
著者名. タイトル. 新聞紙名, 出版年月日, 朝夕刊, 版, 該当ページ.
入手先 DB 名, URL, （参照年月日）.
* データベースから参照した場合は、入手先を記述

＜長崎大学附属図書館＞
参考調査担当（中央図書館）
TEL:095-819-2200 E-Mail: sanko@lb.nagasaki-u.ac.jp
医学情報担当（医学分館）
TEL:095-819-7014 E-Mail: medinfo@lb.nagasaki-u.ac.jp
経済情報担当（経済学部分館） TEL:095-820-6309 E-Mail: ecoinfo@lb.nagasaki-u.ac.jp
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