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レポート･論文を書くための

図書館HP

令和4年度

お すすめ図書の紹介

 ご紹介している本は
全て図書館にあります。

レポート・論文の書き方（ライティング）

プレゼンテーション

その他

2022年4月改訂　長崎大学附属図書館

・宮内泰介ほか（2020）
　『実践 自分で調べる技術』
　岩波書店.
　〈図書ID：1613226〉 

・大学初年次教育研究会（2020）
　『大学1年生からの社会を見る眼のつくり方』
　大月書店.
　〈図書ID：1611935〉 

・戸田山和久著（2022）
　『論文の教室 : レポートから
　　卒論まで』  最新版
　NHK出版.
　〈図書ID：1618389〉

・ガー・レイノルズ（2021）
　『プレゼンテーションＺｅｎ：
　　プレゼンのデザインと伝え方に
　　関するシンプルなアイデア』
　第3版 丸善出版. 
　〈図書ID：1616419〉 

・平林純（2018）
　『論理的にプレゼンする技術：
　　聴き手の記憶に残る話し方の
　　極意』 改訂版
　SBクリエイティブ.
　〈図書ID：1603430〉 

・前田鎌利（2019）
　『プレゼン資料のデザイン図鑑』
　ダイヤモンド社.
　〈図書ID：1610120〉 

・阿部紘久（2017）
　『文章力を伸ばす : 書くことが、
　　これでとても楽になる81のポイント』
　日本実業出版社.
　〈図書ID：1606132〉 

・小笠原喜康（2018）
　『大学生のためのレポート・論文術』
　最新版 講談社.
　〈図書ID：1611206〉 

・酒井聡樹（2017）
　『これからレポート・卒論を書く
　　若者のために』 第2版
　共立出版.
　〈図書ID：1601313〉 

・木下是雄（2002）
　『理科系の作文技術』 改版
　中央公論新社.
　〈図書ID：1833436〉 

・高橋惠一郎（2019）  
　『いちばんやさしい資料作成&プレゼンの教本 :  
　　人気講師が教える「人の心をつかむプレゼン」のすべて』  
　インプレス. 
　〈電子ブックのみ〉 

・慶應義塾大学日吉キャンパス学習相談員（2014）
　『学生による学生のためのダメレポート脱出法』  
　慶應義塾大学出版会. 
　〈図書ID：1582413〉 

長大ID・パスワードでログインすることで、 
学外からご自分のパソコンやスマートフォンで読むこともできます。 

電子ブックは、インターネット上でフルテキストを 
閲覧できるオンラインブックです。 

電子ブックを活用しよう♪ 
★図書館HP＞資料を探す＞電子ブック 

印刷やダウンロードができるものもあります！

● 以下の図書は電子ブックが利用できます●  
・世界思想社編集部（2014）  
　『大学新入生ハンドブック :  
　　大学生活これだけは知っておきたい!』  
　世界思想社. 
　〈図書ID：3181019〉 

・道幸哲也ほか（2020） 
　『学生のためのワークルール入門 : 
　　アルバイト・インターンシップ・就活でトラブルに
　　ならないために』 第2版 旬報社.
　〈電子ブックのみ〉

電
知っているとお得な情報！



基本的な知識や全体像を掴むのに有効

紙媒体資料（図書・雑誌）だけでなく、電子化資料も上手く利用しましょう。 

特定のテーマに関する研究成果のまとめ

インターネット上で読むことのできる図書

※契約している電子ブック・電子ジャーナル・データベースは、学内のネットワークから
　利用できます。学外から利用可能なものもあります。 

インターネット上で読むことのできる雑誌

データベース 

電子ブック 

各分野・系統のデータ検索を効率よく行えるもの

電子ジャーナル 

特定のテーマに関する基礎的知識を得るのに有効だが、発行までに時間を要する。
分野によっては、専門的な研究成果をまとめたものが図書として出版されることも
ある。 

一定のテーマと編集方針を元に、著者が異なる複数の論文を集めて冊子にしたもの
で、定期的に刊行されている。特定の専門分野に強く、速報性も高い。 

媒体が違うだけで、内容は本とほぼ同じ。電子書籍、eブックとも言う。
ページの制限はあるが、印刷やダウンロードができるものもある。 

雑誌を電子化したもの。別名オンラインジャーナル、EJともいう。大学で契約して
いるものと、無料で公開しているものがある。 

データを系統的に収集・蓄積し、検索などの情報処理を効率よく行うことができる
ようにしたもの。百科事典、論文、新聞記事など分野ごとに独自のデータベースが
あるので、調べる内容に応じて適切なデータベースを利用する。 

ｅ

ｅ

参考文献リストの書き方の一例
＜図書の場合＞
酒井聡樹. これからレポート・卒論を書く若者のために. 第2版, 共立出版, 2017, 245p.

著者名 .書名：副書名 .版表示 ,出版社 ,出版年 ,総ページ数 .

野中謙一郎ほか（2018）『技術レポート作成と発表の基礎技法』改訂版 コロナ社.

著者名（出版年） 『書名』版表示 出版社 .

・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、編集代表名の後に「編」を記述 

・初版の場合は、版表示は不要

＜雑誌論文の場合＞
岡部晋典, 逸村裕. 学生への倫理教育と研究ガバナンス. 情報の科学と技術, 2016, 66(3), 122-127. 

著者名 .論文タイトル：副タイトル .雑誌名 ,出版年 ,巻数（号数）,始めのページ-終わりのページ .

＜Webサイト、Webページの場合＞
“令和２年（2020）人口動態統計（確定数）の概況”. 厚生労働省 . 2021-09-10. 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei20/index.html (参照2021-12-07).

“Webページの題名”. Webサイトの名称 . 更新日付 . （言語の表示）, （媒体表示）,入手先 ,（入手日付）.

引用した文献や 
参考にした文献のリストを 
表記する必要があります。

論文・レポートの最後に、

資 料収集の位置づけ

図 書館で利用できる資料

参 考文献の読み方・書き方

引用文献：論文やレポートを作成する際に引用した、他人の文章や意見、データの原文献
参考文献：論文やレポートを書くにあたって参考にした文献

引用の要件（著作権法第32条及び第48条が適用）

レポート・論文作成の流れ

レポート・論文の作成

これから調査研究する分野から 
対象を絞る 

取り上げるテーマに関連した 
資料・データの収集 

自分の主張を裏付けるために 
収集したデータの解析・判断 

信頼性のあるレポート・論文を書くためには、 
事前に資料・データを収集することが不可欠です。 

図書館にある様々な資料の中から、 
必要な知識に辿り着く方法をお教えします！ 

情報分析

テーマ関連の文献を探す

テーマの決定

【引用の要件】引用するために必要な条件は以下の4つです。 
①説明のために引用が必要であると考えられる場合 

②自分の文章が主で、引用部分は従（必要最小限）であること 

　＜目安としては、引用は自分の文章の10分の1以下＞ 

③引用した部分は括弧でくくるなどして、自分の文章と区別すること 

④引用元（何にそう書かれていたか）を明らかにすること 

レポート・論文を書く際に引用を行った場合は、 巻末（あるいは各章末）に
参考文献リストと共に引用文献リストを必ず表記しましょう。  

コピペが犯罪って、 
少し厳しくないですか？ 
どうしてダメなんだろう？ 

引用とは、自分の論旨を説明・証明するために、他人の文章や事例を引くことです。 
引用する際に、その引用元を明らかにせずに、いわゆるコピペで論文を作成することは、 
剽窃（ひょうせつ）という犯罪行為となります。 

それは、すべての著作物が 
著作権法で保護されているから。
「引用の要件」を守って、 
正しく引用すれば大丈夫！ 



その他、「読売新聞ヨミダス歴史館」や 
「西日本新聞データベース」などもあります。 

（同時アクセス数：各1） 

同時アクセス数とは、長崎大学内で 
同時に利用できる人数のことです。 
利用終了後は必ずログアウトしてください。 

新 聞データベースの紹介 論 文のテーマが決定したら…

資 料の探し方の手順

ちょっと休憩…

◆日経テレコン …日本経済新聞・長崎新聞などの記事を検索する

◆朝日新聞クロスサーチ …朝日新聞の記事を検索する

１．検索キーワードを見つける
  関連する用語について、その意味を百科事典や専門別用語辞典を使って調べます。 
関連語や同義語も調べ、資料収集に用いる検索キーワードを見つけます。 
⇒長崎大学で契約している百科事典データベースがおススメ！ 

２．図書の検索 → 4,6～7ページで解説 
  テーマに関する図書にはどのようなものがあるのか、その図書はどの図書館にあるのかを検索します。 
  通常の図書に加えて、参考図書（レファレンスブック）と呼ばれる百科事典や白書、統計資料なども活用しましょう。 

３．雑誌論文（雑誌記事）の検索 → 8～9ページで解説 
  テーマに関する論文（雑誌記事）にはどのようなものがあるのか、その論文が掲載されている雑誌は何かを検索します。 
  冊子体（紙）の雑誌は、その所蔵図書館を調べます。 
電子ジャーナルのうち、Web上で無料公開されているものや長崎大学で契約しているものは 

  冊子体の雑誌を探すことなく利用することができます。 

４．その他の資料収集（新聞記事など） → 10ページで解説 
  最新の動向や歴史的な流れを知るために、新聞記事が必要となることがあります。 
  長崎大学では紙の新聞に加えて、新聞記事データベースも契約しています。

JapanKnowledge Lib

 →4～5ページで解説

欲しい資料がどこに 
あるかを調べる 
   （OPAC） 

長崎大学の
図書館にある

長崎大学の
研究室にある

長崎大学に
無い

貸出中の場合は、予約ができます。 
他キャンパスの図書館にある場合は取り寄せ
ができます。 
→　予約・取寄サービス 

カウンターで利用申込みができます。 

他の図書館から図書を借りたり、必要な部分
のコピーを取り寄せたりすることができます。 
→　I L Lサービス 

図書館に置いてほしい本をリクエストすると、 
図書館資料として備え付けることができます。  
→　リクエスト制度 

I L Lサービスを利用する場合、 
複写料金や送料は自己負担です。 

インターネットの情報は、信頼できるサイト（情報）
であるかどうかを見極める必要があります。 
その点、図書・雑誌・新聞等といった図書館資料は 
情報の信頼性が高いので、安心して活用できます。 

インターネットでも簡単に 
調べられますよね？ 

★図書館HP＞資料を探す＞データベース＞新聞記事＞日経テレコン 

★図書館HP＞資料を探す＞データベース＞新聞記事＞朝日新聞クロスサーチ

日経各紙、長崎新聞などの記事全文を検索できます。 
記事はテキスト形式の他、PDFで紙面イメージを 
見られるものもあります。 
 ・日経新聞は1975年以降の記事検索ができる。 
  （1981年10月～は全文も利用可能） 
 ・長崎新聞は1999年7月10日～の記事が検索できる。 
 ・その他、企業情報や市場レポート等の検索も可能。 
 ・「日経業界地図」など、就活に使えるコンテンツもある。 

同時アクセス数：５

朝日新聞、朝日新聞縮刷版、AERA、週刊朝日などの 
記事全文を検索できます。 
記事はテキスト形式の他、PDFで紙面イメージを
見られるものもあります。 
 ・朝日新聞は1985年～利用可能 
 ・AERAは1988年5月の創刊号～利用可能 
 ・週刊朝日は2000年4月～利用可能 
 ・現代用語事典・知恵蔵の最新版が利用可能 

同時アクセス数：２

◆NU Search…まとめて検索が便利！
★図書館HP＞資料を探す＞NU Search

これまでご紹介したOPAC・CiNiiなどの検索ツールや、 
電子ブック・電子ジャーナルなどをまとめて検索できます。 
検索対象はNU Searchトップ画面の 
「NU Searchで検索可能なコンテンツ」でチェック！ 

図書館Webサイトの検索窓でも簡易検索が可能です。 



オーパック

◆長崎大学OPAC …長崎大学の図書を検索する

図 書館資料を検索する

★図書館HP＞資料を探す＞長崎大学図書館蔵書検索OPAC

【図書の情報画面】

  ＜検索のポイント＞ 
  ●キーワード検索は簡易検索画面、特定の 
     資料を探す際は詳細検索画面が便利。 
  ●短いタイトル（「科学」など）の場合は、 
     詳細検索画面の“フルタイトル”で検索。 
  ●複数のキーワードで検索する場合、 
     スペースで区切るとAND検索となる。 

図の 

クリックすると図書の配置図を 
確認できます。 

〈請求記号〉 
 背ラベルに対応しています。 
 館内の図書は、この順に並んでいます。 

〈図書ID〉 
 図書１冊ごとに図書館で付与している 
 番号です。 

このボタンをクリックすると、 
予約（図書が貸出中の場合）と 
取り寄せ（他キャンパス所蔵の 
図書）がこの画面上でできます。 

書誌情報：資料そのものに関する情報（タイトル、出版情報等） 

所蔵情報：資料を利用する際に必要な情報（所在、請求記号、図書ID等） 

検索一覧画面の 
左側にある 
検索対象地区、
資料種別、 
出版年等で  
検索結果をさらに 
絞り込むことが 
できます。 

うまくヒットしない場合は 
類義語や関連語から適切な 
キーワードを考えましょう。 

学部名が表示されている場合は、 
研究室所蔵の資料です。 

１段目：分類番号 
２段目：著者記号 

長大IDでのログインが必要です。 

＜本文リンクあり＞の場合

＜本文リンクなし＞の場合

 「この論文をさがす」 にある、以下のバナーを確認します。 
   CiNii Books        長崎大学         国立国会図書館 

 各バナーから資料の所蔵情報を調べることができます。 
       からは以下のことができます。 
     ① オンラインフルテキストへのアクセス確認 
     ② OPACで図書館の所蔵確認 
     ③ 文献複写（ I L Lサービス）の申込み 
        （※事前の登録が必要です。） 

まずは、論文が掲載されている雑誌の情報をチェック！ 

  以下のようなバナーが表示されると、論文を読むことが

  バナーをクリックすると、本文が開きます。 

 ※クリックした後にログインを求められた場合は 

 ※リンク表示は変更されることがあります。

   有料となりますので、ご注意ください。 

本文リンクがあれば、 
その場で論文を入手できます。 
本文リンクが無くても、該当雑誌の 
探している巻号が図書館にあれば 
閲覧ができますので、 
図書館へ直接足を運びましょう。 
他の図書館にしか無い場合は、 
文献複写（ILLサービス）を 
活用します。 

掲載雑誌

掲載ページ
掲載巻号

出版年月
出版者

・・・①

・・・②

・・・③

  できます。 



サイニー リサーチ

◆CiNii Research …国内の論文を検索する

◆長崎大学OPAC …長崎大学の雑誌を検索する論 文の探し方

★図書館HP＞資料を探す＞CiNii Research

４３-６４ ４３巻から６４巻まで（あるいは４３号から６４号まで）は全て所蔵。 

６５（1）＋ ６５巻の１号まで所蔵。＋は継続して受け入れる予定という意味。 

＜巻号の見方＞

所蔵情報：所在、所蔵巻号、所蔵年等 

他キャンパス所蔵の雑誌は、 
論文単位で複写物を取り寄せる 
ことができます。 
受取館で相談してください。 

書誌情報：タイトル、出版情報、ISSN等 【雑誌の情報画面】

詳細検索画面では 
検索対象地区（キャンパス）、 
資料種別、言語、 
出版年等で検索範囲を 
絞り込むことができます。 
今回は雑誌の検索なので、 
資料種別の 
「雑誌」を選択します。 

このアイコンがあるときは 
追加情報があります。 

クリック！ 

の 
リンクをクリックすると 
電子ジャーナルの 
リンクが開きます。 
閲覧可能な巻号ならば 
24時間利用できて 
便利です。

どの巻号を所蔵しているかを 
表示しています。 
詳しくは巻号の見方を 
ご参照ください。 

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。 
※所蔵の有無は必ず所蔵巻号で 
　チェックしてください。

OPACトップページの をクリックし、詳細検索画面を開く。 

 ＜検索のポイント＞ 
 ●キーワード検索は簡易検索画面、特定の資料を

 ●「すべて」で検索すると様々な情報を一度に

    探す際は詳細検索画面が便利。 
    （左画面は論文の詳細検索画面を開いたところ） 

    検索できます。それぞれの情報はアイコンの
    違いで見分けることができます。

 ●複数のキーワードで検索する場合、スペースで 
    区切るとAND検索になる。 

 

 

次のページで、詳細情報画面の 
見方を解説します。 

ここに注目!!

検索画面 

検索結果一覧画面

詳細情報画面

 

探している論文がうまくヒット 
しなかった場合は、類義語や関連語 
から、論題に使われやすい言葉を  
キーワードに選ぶのがポイントです。 

CiNiiは、学外からも使える無料のデータベース
です。CiNii Researchでは、雑誌記事や論文の
他、図書や研究データなども一度に探せます。
一部の論文は本文が閲覧可能です。閲覧可能な
論文だけを「本文リンクあり」で絞り込むことも
できます。



サイニー ブックス

◆CiNii Books …他大学の蔵書を検索する
 ＜検索のポイント＞ 
 ●キーワード検索は簡易検索画面、 
   特定の資料を探す際は詳細検索画面が便利。 
   （左の画面は詳細検索画面を開いたところ） 
 ●複数のキーワードで検索する場合、 
   スペースで区切るとAND検索になる。 

長崎大学に所蔵がある場合は 
一番上に長崎大学の名前が表示されます。 
（学内ネットワークに接続時のみ）

｡ 

OPAC画面が開くので、所蔵情報を確認しましょう。 

雑誌詳細情報画面

図書詳細情報画面

検索画面

をクリックすると 

長崎大学に所蔵のない 
図書・雑誌については、 
現物の取り寄せ・複写の 
申し込みが可能です。（有料） 
詳しくは受取館カウンターへ 
ご相談ください。 

このバナーをクリックすると、 
電子ジャーナルのサイトが開きます。 

★図書館HP＞資料を探す＞CiNii Books ‒ 大学図書館の本をさがす
◆Webcat Plus…主題（本の内容）から資料を検索する 

★図書館HP＞資料を探す＞図書連想検索Webcat Plus 

知っているとお得な情報！

図書館Webサービス MyLibrary
長大 IDでログインすると、以下のサービスが使えます！  

 ●貸出中の本の予約 
 ●他キャンパス図書館の本の取り寄せ 
 ●返却期限の確認 
 ●貸出期間の延長 
 ●他大学等へのILL依頼（※事前の登録が必要です） 
 ●グループ学習室の予約 

特定の資料ではなく主題から 
資料を探す場合、Webcat Plusの 
連想検索画面を利用すると便利です。 

関連する資料を探すことができます。 
キーワード検索の他、文章を入力しても 

知

◆国立国会図書館サーチ…国立国会図書館の蔵書を検索する
★図書館HP＞資料を探す＞国立国会図書館

国立国会図書館は納本制度によって 
日本国内の出版物を広く収集しています。 
他の大学図書館で見つからなかった 
資料が見つかるかもしれませんよ。 

館名下部の所蔵巻号を 
必ず確認してください。 

雑誌巻号表記についてデータベースでの

世界中で発行されている雑誌ですが、 
発行頻度は雑誌によって様々で、巻号の名称も様々です。 
OPACやCiNiiなど、このテキストで紹介しているデータベースでは 
雑誌の巻号を右のように表記しています。 

データベース活用の第一歩！ 

世界 ログインは図書館HPの 
Webサービスから。 
MyLibraryは学外からでも 
利用することができます。 
どうぞご活用ください。 

ここがポイント！

巻号表記を正しく理解することが 
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◆CiNii Books …他大学の蔵書を検索する
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   （左の画面は詳細検索画面を開いたところ） 
 ●複数のキーワードで検索する場合、 
   スペースで区切るとAND検索になる。 

長崎大学に所蔵がある場合は 
一番上に長崎大学の名前が表示されます。 
（学内ネットワークに接続時のみ）
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OPAC画面が開くので、所蔵情報を確認しましょう。 

雑誌詳細情報画面

図書詳細情報画面

検索画面

をクリックすると 

長崎大学に所蔵のない 
図書・雑誌については、 
現物の取り寄せ・複写の 
申し込みが可能です。（有料） 
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ご相談ください。 
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★図書館HP＞資料を探す＞図書連想検索Webcat Plus 

知っているとお得な情報！

図書館Webサービス MyLibrary
長大 IDでログインすると、以下のサービスが使えます！  

 ●貸出中の本の予約 
 ●他キャンパス図書館の本の取り寄せ 
 ●返却期限の確認 
 ●貸出期間の延長 
 ●他大学等へのILL依頼（※事前の登録が必要です） 
 ●グループ学習室の予約 

特定の資料ではなく主題から 
資料を探す場合、Webcat Plusの 
連想検索画面を利用すると便利です。 

関連する資料を探すことができます。 
キーワード検索の他、文章を入力しても 

知

◆国立国会図書館サーチ…国立国会図書館の蔵書を検索する
★図書館HP＞資料を探す＞国立国会図書館

国立国会図書館は納本制度によって 
日本国内の出版物を広く収集しています。 
他の大学図書館で見つからなかった 
資料が見つかるかもしれませんよ。 

館名下部の所蔵巻号を 
必ず確認してください。 

雑誌巻号表記についてデータベースでの

世界中で発行されている雑誌ですが、 
発行頻度は雑誌によって様々で、巻号の名称も様々です。 
OPACやCiNiiなど、このテキストで紹介しているデータベースでは 
雑誌の巻号を右のように表記しています。 

データベース活用の第一歩！ 

世界 ログインは図書館HPの 
Webサービスから。 
MyLibraryは学外からでも 
利用することができます。 
どうぞご活用ください。 

ここがポイント！

巻号表記を正しく理解することが 



サイニー リサーチ

◆CiNii Research …国内の論文を検索する

◆長崎大学OPAC …長崎大学の雑誌を検索する論 文の探し方

★図書館HP＞資料を探す＞CiNii Research

４３-６４ ４３巻から６４巻まで（あるいは４３号から６４号まで）は全て所蔵。 

６５（1）＋ ６５巻の１号まで所蔵。＋は継続して受け入れる予定という意味。 

＜巻号の見方＞

所蔵情報：所在、所蔵巻号、所蔵年等 

他キャンパス所蔵の雑誌は、 
論文単位で複写物を取り寄せる 
ことができます。 
受取館で相談してください。 

書誌情報：タイトル、出版情報、ISSN等 【雑誌の情報画面】

詳細検索画面では 
検索対象地区（キャンパス）、 
資料種別、言語、 
出版年等で検索範囲を 
絞り込むことができます。 
今回は雑誌の検索なので、 
資料種別の 
「雑誌」を選択します。 

このアイコンがあるときは 
追加情報があります。 

クリック！ 

の 
リンクをクリックすると 
電子ジャーナルの 
リンクが開きます。 
閲覧可能な巻号ならば 
24時間利用できて 
便利です。

どの巻号を所蔵しているかを 
表示しています。 
詳しくは巻号の見方を 
ご参照ください。 

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。 
※所蔵の有無は必ず所蔵巻号で 
　チェックしてください。

OPACトップページの をクリックし、詳細検索画面を開く。 

 ＜検索のポイント＞ 
 ●キーワード検索は簡易検索画面、特定の資料を

 ●「すべて」で検索すると様々な情報を一度に

    探す際は詳細検索画面が便利。 
    （左画面は論文の詳細検索画面を開いたところ） 

    検索できます。それぞれの情報はアイコンの
    違いで見分けることができます。

 ●複数のキーワードで検索する場合、スペースで 
    区切るとAND検索になる。 

 

 

次のページで、詳細情報画面の 
見方を解説します。 

ここに注目!!

検索画面 

検索結果一覧画面

詳細情報画面

 

探している論文がうまくヒット 
しなかった場合は、類義語や関連語 
から、論題に使われやすい言葉を  
キーワードに選ぶのがポイントです。 

CiNiiは、学外からも使える無料のデータベース
です。CiNii Researchでは、雑誌記事や論文の
他、図書や研究データなども一度に探せます。
一部の論文は本文が閲覧可能です。閲覧可能な
論文だけを「本文リンクあり」で絞り込むことも
できます。



オーパック

◆長崎大学OPAC …長崎大学の図書を検索する

図 書館資料を検索する

★図書館HP＞資料を探す＞長崎大学図書館蔵書検索OPAC

【図書の情報画面】

  ＜検索のポイント＞ 
  ●キーワード検索は簡易検索画面、特定の 
     資料を探す際は詳細検索画面が便利。 
  ●短いタイトル（「科学」など）の場合は、 
     詳細検索画面の“フルタイトル”で検索。 
  ●複数のキーワードで検索する場合、 
     スペースで区切るとAND検索となる。 

図の 

クリックすると図書の配置図を 
確認できます。 

〈請求記号〉 
 背ラベルに対応しています。 
 館内の図書は、この順に並んでいます。 

〈図書ID〉 
 図書１冊ごとに図書館で付与している 
 番号です。 

このボタンをクリックすると、 
予約（図書が貸出中の場合）と 
取り寄せ（他キャンパス所蔵の 
図書）がこの画面上でできます。 

書誌情報：資料そのものに関する情報（タイトル、出版情報等） 

所蔵情報：資料を利用する際に必要な情報（所在、請求記号、図書ID等） 

検索一覧画面の 
左側にある 
検索対象地区、
資料種別、 
出版年等で  
検索結果をさらに 
絞り込むことが 
できます。 

うまくヒットしない場合は 
類義語や関連語から適切な 
キーワードを考えましょう。 

学部名が表示されている場合は、 
研究室所蔵の資料です。 

１段目：分類番号 
２段目：著者記号 

長大IDでのログインが必要です。 

＜本文リンクあり＞の場合

＜本文リンクなし＞の場合

 「この論文をさがす」 にある、以下のバナーを確認します。 
   CiNii Books        長崎大学         国立国会図書館 

 各バナーから資料の所蔵情報を調べることができます。 
       からは以下のことができます。 
     ① オンラインフルテキストへのアクセス確認 
     ② OPACで図書館の所蔵確認 
     ③ 文献複写（ I L Lサービス）の申込み 
        （※事前の登録が必要です。） 

まずは、論文が掲載されている雑誌の情報をチェック！ 

  以下のようなバナーが表示されると、論文を読むことが

  バナーをクリックすると、本文が開きます。 

 ※クリックした後にログインを求められた場合は 

 ※リンク表示は変更されることがあります。

   有料となりますので、ご注意ください。 

本文リンクがあれば、 
その場で論文を入手できます。 
本文リンクが無くても、該当雑誌の 
探している巻号が図書館にあれば 
閲覧ができますので、 
図書館へ直接足を運びましょう。 
他の図書館にしか無い場合は、 
文献複写（ILLサービス）を 
活用します。 

掲載雑誌

掲載ページ
掲載巻号

出版年月
出版者

・・・①

・・・②

・・・③

  できます。 



その他、「読売新聞ヨミダス歴史館」や 
「西日本新聞データベース」などもあります。 

（同時アクセス数：各1） 

同時アクセス数とは、長崎大学内で 
同時に利用できる人数のことです。 
利用終了後は必ずログアウトしてください。 

新 聞データベースの紹介 論 文のテーマが決定したら…

資 料の探し方の手順

ちょっと休憩…

◆日経テレコン …日本経済新聞・長崎新聞などの記事を検索する

◆朝日新聞クロスサーチ …朝日新聞の記事を検索する

１．検索キーワードを見つける
  関連する用語について、その意味を百科事典や専門別用語辞典を使って調べます。 
関連語や同義語も調べ、資料収集に用いる検索キーワードを見つけます。 
⇒長崎大学で契約している百科事典データベースがおススメ！ 

２．図書の検索 → 4,6～7ページで解説 
  テーマに関する図書にはどのようなものがあるのか、その図書はどの図書館にあるのかを検索します。 
  通常の図書に加えて、参考図書（レファレンスブック）と呼ばれる百科事典や白書、統計資料なども活用しましょう。 

３．雑誌論文（雑誌記事）の検索 → 8～9ページで解説 
  テーマに関する論文（雑誌記事）にはどのようなものがあるのか、その論文が掲載されている雑誌は何かを検索します。 
  冊子体（紙）の雑誌は、その所蔵図書館を調べます。 
電子ジャーナルのうち、Web上で無料公開されているものや長崎大学で契約しているものは 

  冊子体の雑誌を探すことなく利用することができます。 

４．その他の資料収集（新聞記事など） → 10ページで解説 
  最新の動向や歴史的な流れを知るために、新聞記事が必要となることがあります。 
  長崎大学では紙の新聞に加えて、新聞記事データベースも契約しています。

JapanKnowledge Lib

 →4～5ページで解説

欲しい資料がどこに 
あるかを調べる 
   （OPAC） 

長崎大学の
図書館にある

長崎大学の
研究室にある

長崎大学に
無い

貸出中の場合は、予約ができます。 
他キャンパスの図書館にある場合は取り寄せ
ができます。 
→　予約・取寄サービス 

カウンターで利用申込みができます。 

他の図書館から図書を借りたり、必要な部分
のコピーを取り寄せたりすることができます。 
→　I L Lサービス 

図書館に置いてほしい本をリクエストすると、 
図書館資料として備え付けることができます。  
→　リクエスト制度 

I L Lサービスを利用する場合、 
複写料金や送料は自己負担です。 

インターネットの情報は、信頼できるサイト（情報）
であるかどうかを見極める必要があります。 
その点、図書・雑誌・新聞等といった図書館資料は 
情報の信頼性が高いので、安心して活用できます。 

インターネットでも簡単に 
調べられますよね？ 

★図書館HP＞資料を探す＞データベース＞新聞記事＞日経テレコン 

★図書館HP＞資料を探す＞データベース＞新聞記事＞朝日新聞クロスサーチ

日経各紙、長崎新聞などの記事全文を検索できます。 
記事はテキスト形式の他、PDFで紙面イメージを 
見られるものもあります。 
 ・日経新聞は1975年以降の記事検索ができる。 
  （1981年10月～は全文も利用可能） 
 ・長崎新聞は1999年7月10日～の記事が検索できる。 
 ・その他、企業情報や市場レポート等の検索も可能。 
 ・「日経業界地図」など、就活に使えるコンテンツもある。 

同時アクセス数：５

朝日新聞、朝日新聞縮刷版、AERA、週刊朝日などの 
記事全文を検索できます。 
記事はテキスト形式の他、PDFで紙面イメージを
見られるものもあります。 
 ・朝日新聞は1985年～利用可能 
 ・AERAは1988年5月の創刊号～利用可能 
 ・週刊朝日は2000年4月～利用可能 
 ・現代用語事典・知恵蔵の最新版が利用可能 

同時アクセス数：２

◆NU Search…まとめて検索が便利！
★図書館HP＞資料を探す＞NU Search

これまでご紹介したOPAC・CiNiiなどの検索ツールや、 
電子ブック・電子ジャーナルなどをまとめて検索できます。 
検索対象はNU Searchトップ画面の 
「NU Searchで検索可能なコンテンツ」でチェック！ 

図書館Webサイトの検索窓でも簡易検索が可能です。 



基本的な知識や全体像を掴むのに有効

紙媒体資料（図書・雑誌）だけでなく、電子化資料も上手く利用しましょう。 

特定のテーマに関する研究成果のまとめ

インターネット上で読むことのできる図書

※契約している電子ブック・電子ジャーナル・データベースは、学内のネットワークから
　利用できます。学外から利用可能なものもあります。 

インターネット上で読むことのできる雑誌

データベース 

電子ブック 

各分野・系統のデータ検索を効率よく行えるもの

電子ジャーナル 

特定のテーマに関する基礎的知識を得るのに有効だが、発行までに時間を要する。
分野によっては、専門的な研究成果をまとめたものが図書として出版されることも
ある。 

一定のテーマと編集方針を元に、著者が異なる複数の論文を集めて冊子にしたもの
で、定期的に刊行されている。特定の専門分野に強く、速報性も高い。 

媒体が違うだけで、内容は本とほぼ同じ。電子書籍、eブックとも言う。
ページの制限はあるが、印刷やダウンロードができるものもある。 

雑誌を電子化したもの。別名オンラインジャーナル、EJともいう。大学で契約して
いるものと、無料で公開しているものがある。 

データを系統的に収集・蓄積し、検索などの情報処理を効率よく行うことができる
ようにしたもの。百科事典、論文、新聞記事など分野ごとに独自のデータベースが
あるので、調べる内容に応じて適切なデータベースを利用する。 

ｅ

ｅ

参考文献リストの書き方の一例
＜図書の場合＞
酒井聡樹. これからレポート・卒論を書く若者のために. 第2版, 共立出版, 2017, 245p.

著者名 .書名：副書名 .版表示 ,出版社 ,出版年 ,総ページ数 .

野中謙一郎ほか（2018）『技術レポート作成と発表の基礎技法』改訂版 コロナ社.

著者名（出版年） 『書名』版表示 出版社 .

・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、編集代表名の後に「編」を記述 

・初版の場合は、版表示は不要

＜雑誌論文の場合＞
岡部晋典, 逸村裕. 学生への倫理教育と研究ガバナンス. 情報の科学と技術, 2016, 66(3), 122-127. 

著者名 .論文タイトル：副タイトル .雑誌名 ,出版年 ,巻数（号数）,始めのページ-終わりのページ .

＜Webサイト、Webページの場合＞
“令和２年（2020）人口動態統計（確定数）の概況”. 厚生労働省 . 2021-09-10. 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei20/index.html (参照2021-12-07).

“Webページの題名”. Webサイトの名称 . 更新日付 . （言語の表示）, （媒体表示）,入手先 ,（入手日付）.

引用した文献や 
参考にした文献のリストを 
表記する必要があります。

論文・レポートの最後に、

資 料収集の位置づけ

図 書館で利用できる資料

参 考文献の読み方・書き方

引用文献：論文やレポートを作成する際に引用した、他人の文章や意見、データの原文献
参考文献：論文やレポートを書くにあたって参考にした文献

引用の要件（著作権法第32条及び第48条が適用）

レポート・論文作成の流れ

レポート・論文の作成

これから調査研究する分野から 
対象を絞る 

取り上げるテーマに関連した 
資料・データの収集 

自分の主張を裏付けるために 
収集したデータの解析・判断 

信頼性のあるレポート・論文を書くためには、 
事前に資料・データを収集することが不可欠です。 

図書館にある様々な資料の中から、 
必要な知識に辿り着く方法をお教えします！ 

情報分析

テーマ関連の文献を探す

テーマの決定

【引用の要件】引用するために必要な条件は以下の4つです。 
①説明のために引用が必要であると考えられる場合 

②自分の文章が主で、引用部分は従（必要最小限）であること 

　＜目安としては、引用は自分の文章の10分の1以下＞ 

③引用した部分は括弧でくくるなどして、自分の文章と区別すること 

④引用元（何にそう書かれていたか）を明らかにすること 

レポート・論文を書く際に引用を行った場合は、 巻末（あるいは各章末）に
参考文献リストと共に引用文献リストを必ず表記しましょう。  

コピペが犯罪って、 
少し厳しくないですか？ 
どうしてダメなんだろう？ 

引用とは、自分の論旨を説明・証明するために、他人の文章や事例を引くことです。 
引用する際に、その引用元を明らかにせずに、いわゆるコピペで論文を作成することは、 
剽窃（ひょうせつ）という犯罪行為となります。 

それは、すべての著作物が 
著作権法で保護されているから。
「引用の要件」を守って、 
正しく引用すれば大丈夫！ 
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 ご紹介している本は
全て図書館にあります。

レポート・論文の書き方（ライティング）

プレゼンテーション

その他

2022年4月改訂　長崎大学附属図書館

・宮内泰介ほか（2020）
　『実践 自分で調べる技術』
　岩波書店.
　〈図書ID：1613226〉 

・大学初年次教育研究会（2020）
　『大学1年生からの社会を見る眼のつくり方』
　大月書店.
　〈図書ID：1611935〉 

・戸田山和久著（2022）
　『論文の教室 : レポートから
　　卒論まで』  最新版
　NHK出版.
　〈図書ID：1618389〉

・ガー・レイノルズ（2021）
　『プレゼンテーションＺｅｎ：
　　プレゼンのデザインと伝え方に
　　関するシンプルなアイデア』
　第3版 丸善出版. 
　〈図書ID：1616419〉 

・平林純（2018）
　『論理的にプレゼンする技術：
　　聴き手の記憶に残る話し方の
　　極意』 改訂版
　SBクリエイティブ.
　〈図書ID：1603430〉 

・前田鎌利（2019）
　『プレゼン資料のデザイン図鑑』
　ダイヤモンド社.
　〈図書ID：1610120〉 

・阿部紘久（2017）
　『文章力を伸ばす : 書くことが、
　　これでとても楽になる81のポイント』
　日本実業出版社.
　〈図書ID：1606132〉 

・小笠原喜康（2018）
　『大学生のためのレポート・論文術』
　最新版 講談社.
　〈図書ID：1611206〉 

・酒井聡樹（2017）
　『これからレポート・卒論を書く
　　若者のために』 第2版
　共立出版.
　〈図書ID：1601313〉 

・木下是雄（2002）
　『理科系の作文技術』 改版
　中央公論新社.
　〈図書ID：1833436〉 

・高橋惠一郎（2019）  
　『いちばんやさしい資料作成&プレゼンの教本 :  
　　人気講師が教える「人の心をつかむプレゼン」のすべて』  
　インプレス. 
　〈電子ブックのみ〉 

・慶應義塾大学日吉キャンパス学習相談員（2014）
　『学生による学生のためのダメレポート脱出法』  
　慶應義塾大学出版会. 
　〈図書ID：1582413〉 

長大ID・パスワードでログインすることで、 
学外からご自分のパソコンやスマートフォンで読むこともできます。 

電子ブックは、インターネット上でフルテキストを 
閲覧できるオンラインブックです。 

電子ブックを活用しよう♪ 
★図書館HP＞資料を探す＞電子ブック 

印刷やダウンロードができるものもあります！

● 以下の図書は電子ブックが利用できます●  
・世界思想社編集部（2014）  
　『大学新入生ハンドブック :  
　　大学生活これだけは知っておきたい!』  
　世界思想社. 
　〈図書ID：3181019〉 

・道幸哲也ほか（2020） 
　『学生のためのワークルール入門 : 
　　アルバイト・インターンシップ・就活でトラブルに
　　ならないために』 第2版 旬報社.
　〈電子ブックのみ〉

電
知っているとお得な情報！


