平成 26 年度 長崎大学附属図書館

長崎大学附属図書館へようこそ！図書館のホームページにアクセスしてみよう！
エルビー

http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/

Google や Yahoo!などの検索エンジンから
探す場合は、「長崎大学 図書館」と入力す
ると、検索結果の 1 番目に表示されます！

休館情報や新しいサービスの紹介など、図書館か
ら皆さんへの重要なお知らせを掲載しています。

3 館の本日と翌日の開館時間を掲載。各館の名前
をクリックすると、その館の年間開館カレンダーが表
示されます。

図書館職員のブログ。イベントのお知らせや図書館
職員の日常や裏側を綴っています。
Search for books and journals

Lesson

1

図書や雑誌を探す
～長崎大学図書館 OPAC～

探している図書が長崎大学にあるかどうかは、長崎大学図書館 OPAC を使って調べることができます。
OPAC は、Online Public Access Catalog の略で、オンラインでアクセスできる図書館資料の所蔵目録です。
◎長崎大学附属図書館 HP＞資料をさがす＞長崎大学図書館 OPAC

＜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。図書館の
資料だけを検索する場合は、
図書館に を入れます。
フリーワード欄に、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。
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演習問題：図書を検索してみましょう
＜例題＞小山田浩子著 / 「穴」 （新潮社，2014 年発行）を検索してみましょう。
短いタイトルの図書を検索する場合は、詳細検索画面の“フルタイトル”検索機能を使います。

簡易検索の“フリーワード”で検索
すると、そのワードを含むタイトル
の図書がすべて検索されるので、
膨大な数になってしまいます。
詳細検索の“フルタイトル”検索を
用いると、タイトルの完全形で検索
するので、検索結果が絞られ、リ
ストから該当の図書を見つけやす
くなります。
長いタイトルの図書を検索す
る場合は、フルタイトル検索
ではなく、“タイトル・ワード”を
使って、タイトルの最初の数
文字、又はタイトルに含ま
れる単語を入力
すると、簡単に
検索できます。
※OPAC は前方一致検索（指定したキーワードで始まる語句を調べる検索方法）を採用しています。

【図書詳細情報画面】
図書詳細情報画面は、大きく 2 つの情報から成っています。
上の部分が書誌情報といって、図書のタイトルや著者名、出版社名、資料の大きさなど、この資料そのものに関す
る情報、下の部分が所蔵情報といって、この資料が長崎大学のどこにあるのか、現在貸出可能な状態にあるのか
といった、資料を利用する際に必要となる情報になります。
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＜所蔵情報の見方＞
所在
資料がある場所を表示しています。中央館、医学分館、経済分館となっていれば、図書館にあります。
学部・学科等が表示されている場合は、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。
背の部分に貼付されているラベルに対応しています。
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(○人)が表示されます。
予約・取寄
資料が貸出中の場合は、予約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
寄せることができます。
＜所蔵情報について＞

配架案内図が開きますので、
配架場所を確認しましょう。

請求記号は、背ラベルに対応。

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。

図書が貸出中の場合の
予約と他のキャンパス所
蔵の図書の取り寄せが、
この画面上で出来ます。
ご希望の場合は、このボタ
ンをクリックしてください。
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。

こんな便利なことが自分で出来るの？

図書館 Web サービス“My Library（マイライブラリ）”
・現在借りている図書のタイトルや返却期限日の確認
・返却期限の延長 （次の予約が入っていない場合に限り 2 回まで。医学分館は 1 回のみ）
・他大学への資料貸出の申込み（送料や複写料は自己負担になります） など
「My Library」は、図書館ホームページの「Web サービスはこちらから」
または OPAC 画面の「My Library ログイン」からアクセスしてください。
携帯電話やスマホ、または自宅のパソコンからアクセスする場合は、
携帯版ホームページ http://opac.lb.nagasaki-u.ac.jp/mobile/ をご利用ください。
詳しくは、図書館ホームページ右上にある「携帯版」へのリンクをクリック！ → → → → →
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演習問題：雑誌を検索してみましょう
＜例題＞長崎大学医学部紀要「Acta Medica Nagasakiensia」を検索してみましょう。
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
でいても検索できます。また「」や：などの記号や文字は、検索対象とならないため、
入力してもしなくても、検索結果には影響しません。
「Nagasakiensia」のように長い単語は、初めの数文字だけ入力すると、スペル
ミスを防ぐことができます。（例えば、Acta med naga など）

【雑誌詳細情報画面】
雑誌詳細情報画面も、図書の場合と同様に 2 つの情報から成っています。
上の部分が書誌情報といって、雑誌のタイトルや出版社名、ISSN（雑誌固有の ID 番号）など、この資料そのもの
に関する情報、下の部分が所蔵情報で、この資料が長崎大学のどこにあるのか、何巻何号を所蔵しているのかと
いった、資料を利用する際に必要となる情報になります。

＜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。
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。
43-58

43 巻から 58 巻まで（あるいは 43 号から 58 号まで）は全て所蔵。

58（1-3）＋

58 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。
いつでもどこでも 24 時間利用ができるので、大変便利です。
4

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
（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。
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 キャンパスのどの図書館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 で他大学の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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Requirements for writing a good report

Lesson

2

レポートや論文を書くために
～情報収集のプロセス～
レポートや論文を書く
にあたり、先行文献の調査
は必須であり、先行研究の
調査無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。

大学の論文やレポートは高校までの
小論文やレポートとは違うんだね～

「インターネットにおけるボットの現状と対策について」
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、どのようにして情報を収集したらいいの？

「インターネットで調べます」という人も多いのではないで
しょうか？確かにインターネットは、手軽に早く情報を入手する
ことができます。でもその情報は、本当に正しいのでしょうか？
どのようにして情報を収集したらよいのでしょうか？

インターネットの情報は、その情報を発信した人や情報の出所が不明確な場合もあるので、レポートや論文に利用
する場合には、信頼できるサイトであるかどうかの見極めと対応が必要になります。
情報の信頼性が高い、図書・雑誌・新聞といった紙媒体と比較してみましょう。

紙媒体の情報が信頼性が高い理由

インターネットの情報に当てはめてみると・・・

校閲済みである
→第三者が語句の間違いをチェック
→内容の信憑性についても検証

情報発信者が信頼できるか？（経歴および実績）
連絡先が明記されているか？
最新の情報であるか？

有形として存在する
→消えてなくなることが無い

該当のページを保存または印刷
（消えて無くなっても、あとで見直せるように）

内容が勝手に改変されない
→大きな改訂もほとんど無い

アクセス日は必ず書きとめておく
（内容が改変される場合があるため）

「インターネットの情報をレポートや論文に利用していいの？」
担当の先生の判断にもよりますが、
以前、大学生がインターネットの情報をまるごとコピペしてレポートを作成する行為が、
全国の大学で問題になったことがあります。

コピペがいけないのではなく、コピペの仕方に問題があるのです。
6

About proper citation and how to write references

Lesson

3

適切な引用と参考文献の書き方
～情報モラルを身につけよう～

レポート・論文の中で、自分の論旨を説明するために、他の人の意見や文章を用いることを引用といいます。
引用自体はもちろん認められている行為ですが、引用を行うにあたって、著作権法上守らないといけない要件があ
ります。それは書籍からの引用でも、インターネットの情報からの引用でも同じです。
（1） 正当な目的があること。
引用の意義は、他人の見解を示すことで、自分の意見を裏付けることにあります。
ただやみくもに、引用すればいいということではありません。
（2） 引用範囲が適切であること。
自分の文章が「主」であり、引用部分は「従」でなくてはいけません。
全体の 10 分の 1 を超えないように注意しましょう。
（3） 引用部分を明確にすること。
引用部分を「」で括るなどして、自分の文章と区別しましょう。
（4） 出所を明示すること。
引用元を明らかにしないと、「盗作」や「無断引用」とみなされます。
発信者の方への礼儀という意味でも、必ず引用元を明らかにしてください。

＜参考文献の書き方＞
自分のレポートや論文の中で、他人の文章や意見を引用した場合は、参考文献リストとして、
巻末あるいは各章末に必ず表記しましょう。
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の証明でもあり、また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
するためでもあります。
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。

＜参考文献＞
本城信輔. PC のウイルスを根こそぎ
削除する方法. 技術評論社, 2011,
254p.
花村憲一. コンピュータウイルスの変
遷と対策. 電気学会誌, 2008,
128(5), p.303-306.
PC 遠隔操作 サイバー捜査力向上
を. 朝日新聞, 2013-02-14, 朝刊,
p.14. 聞蔵Ⅱビジュアル,
http://database.asahi.com/libra
ry2/main/start.php,
（参照 2014-02-25）．

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
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How to find resources related to your theme

Lesson

4

テーマに関連する資料を探す
～データベースの活用～

レポート作成や課題学習に取り組む場合は、図書館の資料を積極的に活用しましょう。
図書館にはさまざまな資料がありますが、最も一般的なのは、図書・雑誌・新聞ではない
でしょうか。但しこれらは性格が異なりますので、目的に応じて使い分けることが必要です。

テーマ「インターネットにおけるボットの現状と対策について」

0 用語の意味を調べる
まずは用語の意味を調べましょう。
百科事典や専門別用語辞典を使います。検索の幅を広げるために、関連語や同義語も
調べましょう。長崎大学で契約している、インターネット百科事典がおすすめです。
常に更新されているので新語や時事語も収録されています。何より重くないし、24 時間利用可能です。

1 図書の検索
図書

通読を前提としていて、大要を概説したものが多い。1 冊の図書を同じ著者（1 人又は複
数）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、速報性は高くない。
発行までに時間を要する。

＜例題＞“インターネットにおけるボットの現状と対策について”というテーマに関連する図書を探してみま
しょう。OPAC のフリーワード欄に「ボット」と入力して検索ボタンをクリックします。

目当ての本は見つかりましたか？
ボットに関する内容の本であっても、タ
イトルにボットというキーワードが、含ま
れているとは限りません。
諦めないで、別のキーワードで検索して
みましょう。

キーワードを置き換えて、検索の幅を広げましょう！
タイトルに使われそうなキーワードを選ぶのがおすすめ。
ボットは、広義にはコンピュータウイルスの一種なので、「コンピュータウイルス」で
検索してみましょう。またボット感染の特徴の 1 つである「フィッシング」や類義語
である「スパイウェア」などのキーワードから探っていくのも 1 つの方法です。
政府機関や官公庁が発行している白書や統計も参考にしてみましょう。
現状の取り組みや詳細なデータを得ることができます。
例） 情報通信白書 / 総務省編
→最新版は、経済学部分館で所蔵
白書や統計など、通常の図書とは異なり、必要な部分だけを参照する調査・参考の
ための資料のことを参考図書（レファンレンスブック）と呼んでいます。他にも、百科事典
や名鑑、地図、図鑑などがあります。参考図書は、いつでも誰でも利用できるように、貸出は行っていません。
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～図書があれば、レポート・論文は書ける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、最新の情報を入手することには、あまり適していません。
最新の研究成果は、まず雑誌論文として学術雑誌に掲載されます。
その知見が一般的に認められ定着すると、図書になる場合もありますが、発行までに時間を要します。
またすべての論文が図書になるわけではないので、雑誌でしか読めない論文もたくさん存在します。

2 雑誌論文の検索
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 つの論文を
集めて冊子にしたもの。特定の専門分野に強く、速報性も高い。
図書の場合と同様に、その雑誌を長崎大学で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（論文のタイトルや著
者名）までは、OPAC で調べることはできません。

雑誌論文を探す場合は、専用の論文検索データベースを使って検索します。言語や分野によって、
使用するデータベースが変わってきますが、今回は日本国内で発表された論文を検索しますので、
国立情報学研究所が提供する、CiNii Articles（サイニイアーティクルズ）を紹介します。

◎長崎大学附属図書館 HP＞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。

＜例題＞“インターネットにおけるボットの現状と対策について”というテーマに関連する論文を探してみま
しょう。「コンピュータウイルス 現状と対策」と入力して、論文検索ボタンをクリックします。

論文を検索する場合も、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。
検索精度を上げるために、「ボット」は「コンピュータウイルス」や「不正プログラム」に置き換えてみましょう。
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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！
＜収録刊行物の欄の情報について＞
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＞

本文を読むことができる場合に表示されます。バナーをクリックすると、本文が開きます。
※一部有料のものがあります。バナーをクリックした時にログインを求められる場合は、有料になります。

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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3 新聞記事の検索
新聞

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。

昔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。
長崎大学では複数の新聞記事データベースを契約していますが、今回は朝日新聞記事データベー
ス 聞蔵（きくぞう）Ⅱビジュアルを紹介します。
◎長崎大学附属図書館 HP＞データベース＞新聞記事データベース＞聞蔵Ⅱビジュアル

＜例題＞“インターネットにおけるボットの現状と対策について”というテーマに関連する新聞記事を探し
てみましょう。「コンピュータ ウイルス」と入力して検索実行ボタンをクリックします。
【検索画面】

朝日新聞に
チェック

学内で同時にアクセスできる数
が限られていますので、次の方
がスムーズに利用できるように、
利用が終わったら、必ずログア
ウトして終了してください。
【検索結果画面】

発行日の指定ができます。
年月日で指定する他、3 カ月、6 カ月
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 カ月です。
【記事本文（テキスト形式）】
読みたい記事の見出し
の部分をクリックする
と、該当記事をテキスト
（HTML）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。印刷することもできます。
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How to write a report

レポートの書き方

Lesson

5

～一般的なフォーマットと構成～

一般的なレポートのフォーマットと書き方を紹介します。専攻している分野によって書き方が異なる場合もあります。
担当の先生から書式を指定された場合は、その書き方に従ってください。
＜表紙例＞

表紙には、「担当教員」、「授業名」、「レポートテーマ」、「提出年月
日」、「学生番号」、「学部学科」、「氏名」等の情報を記述します。

月曜 1 限□□先生
○○学Ａレポート
「レポートテーマ」

年

月 日
学生番号
○学部○学科
氏名

＜パソコンで作成する場合の書式とレイアウト＞






用紙のサイズはＡ4 縦置き（横書き）が一般的。
フォントは明朝体標準で、サイズは 10.5pt。
1 ページの文字数は、40 字×30 行。
数字は半角英数で、漢数字は避ける。（成句や固有名詞は除く）
文体は「～だ」や「～である」の常体に統一。






巻末に参考文献を記述する。
指定された分量を守る。（多すぎず少なすぎず）
各ページの上か下にページ数を入れる。
プリントアウト後、左上をホッチキスで止める。

＜レポートの 3 原則＞
 自分の主張があること。
 論理的に組み立てられていること。
 書き方のルールが守られていること。

こんなレポートは意味がありません！！
× 自分の感想や印象を述べただけ。
× 図書や論文を要約しただけ。
× 調べたことを切り貼りしただけ。

＜レポート本文の構成＞

序論（導入部分）
・テーマの提示
・研究の目的や背景
・調査方法

本論（中心となる部分）
・調査の経過と結果
・結果の分析
・それを踏まえた上での分析

結論（まとめと問題）
・自分の主張
・残された課題
・今後の展望

レポートの意義は、自分の主張を読み手に伝えることにあります。
頭の中をきちんと整理し、体裁を整え、読みやすいレポートを書くように心がけましょう。
図書館には、レポートや論文の書き方に関する本がたくさんありますので、
ぜひ参考にしてよりよいレポートを書いてください。
文献検索の方法やレポートの書き方など、学習の過程で疑問に思うこと
がありましたら、下記までお尋ねください。

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

