
資料調査の入り口

2020.5.19

大学図書館の活用と情報探索



を開いておいてください

★お気に入りに
登録しておきましょう
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本日の目標

• 「参考文献」リストとは何か説明できる

• 学術雑誌とは何か説明できる

• 「参考文献」から、「図書」の情報と「雑誌論文」
の情報を区別して読み取ることができる

• 読み取った特定の書誌情報から、その文献が

京大の図書館で読めるか検索できる

を使う
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•「確かな情報」に基づいて、

自分の考えを組み立てる必要がある。

0. 「資料を調査する」前に

レポート

ディスカッション プレゼン

卒業論文
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•「確かな情報」はどうすれば手に入る？
△ 検索エンジン（Google…）を使う

△ フリー百科辞典（Wikipedia…）を使う

○ 「参考文献リスト」を使う

（文献を執筆するために著者が参考にした文献のリスト）

0. 「資料を調査する」前に

⇒「参考文献リスト」から
必要な情報（書誌情報）を読み取って、
入手できるかどうか検索する

で確認！
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1. 「参考文献」リスト

• 自分の研究の役に立つ文献（図書や雑誌論文）を
見つけたら、その文献の末尾を見てみましょう。

「参考文献」「引用文献」
「注」「References:」

などの言い方がありますが、文
献リストが掲載されています。

図書/雑誌論文内で参考にした、
または引用した文献は、このよ
うに明示することがルール！

Point 「参考文献」リストから芋づる式に新たな文献を探せます。
役に立つ図書や論文を読んだら、その図書や論文の参考文献リスト
をチェックする癖をつけておくとよいでしょう。
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2. 文献の種類を理解しよう

図書

雑誌

電子ブック

電子
ジャーナル

・学術雑誌＝テーマに沿った雑誌論文を掲載。
定期的に刊行

文献

7電子化

基礎・概論

最新の成果



2. 文献の種類を理解しよう～学術情報の生産～

図書 雑誌

8基礎・概論として
定着

最新の成果を
掲載する媒体

研究

発見 学術論文の執筆

査読
学会の専門家集団が評価

評価

普及

定着

新古



2. 文献の種類を理解しよう～学術情報の生産～

図書

雑誌

9

基礎・概論をチェックしよう！

IPS細胞

最新の成果をチェックしよう！



2. 文献の種類を理解しよう～雑誌の特徴～

雑誌

吉田南には33巻の1号と2号がある（3号と4号はない）
理生物には33～40巻の全ての号がある。41巻は1～2号があって今後も受入予定 10

同じタイトルの冊子が定期的に出版される
⇒ それぞれの冊子を巻号で区別している

巻（Volume） → 1年単位の通し番号
号（Number） → 巻の下で出版された順番

4巻1号

4巻12号

・・・

巻号の見方：全号揃っていれば巻のみ表示
揃っていなければ（）内に所蔵している号を表示



3. 「参考文献」から書誌情報を読み取ろう

• 書誌情報＝文献を特定・識別するための情報

雑誌
論文

Gaskell, Philip. A new introduction to bibliography. Oxford, Clarendon Press, 1972.

河村哲也『理工系の数学教室 3:フーリエ解析と偏微分方程式』朝倉書店, 2005 

小西和夫(1998)「コンピュータとプライバシー」『図書館界』50(2), p.55-58.

Box GEP.  Science and Statistics.   J. Am. Statist. Assoc. 1976, 71: 791-799.

図書

川崎良孝編『大学生と「情報の活用」情報探索入門』増補版. 京都大学図書館情報学研究会, 2001. 

最低限読み取っておきたい情報：「書名」「出版者」
「出版年」「著者（編者）名」はどこですか？

最低限読み取っておきたい情報：「雑誌名」「巻号」
「開始ページ終了ページ」「論文著者名」「論文名」はどこですか？

Norman, Sandy. Copyright issues. IFLA Journal. 20(3). 1994, pp.357-59.
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論文著者名 出版年 論文名 雑誌名 巻号 ページ

4. 図書と雑誌論文を見分けるには

川崎良孝編『大学生と「情報の活用」情報探索入門』

増補版. 京都大学図書館情報学研究会, 2001. 

版表示 出版者（社） 出版年

著者（編者）名 書名

小西和夫(1998)「コンピュータとプライバシー」『図書館界』50(2), p.55-58.

雑誌
論文

図書出版者や版表示、出版地が書かれている書誌情報は

論文名や巻号、ページ数が書かれている書誌情報は

Point 参考文献にはさまざまな書き方があります。上記のような基本形で書かれ
ているとは限りません。版表示や出版地などは記載されていないこともあ
ります。読み取り方がわからなくなったら図書館員に聞きましょう。 12



Q. なんで図書と
雑誌論文を区別す
る必要があるの？

A. 図書と雑誌論文で

検索方法 が違うからです。
13



5. 京都大学の図書館で読めるかどうか確認するには

京都大学蔵書検索システム
＝京大図書館で読める文献の書誌情報+所蔵情報を集めたオンライン目録（OPAC）

①蔵書検索タブになっていることを確認

②「詳細検索」をクリック

※ 携帯版や、スマホアプリ版もあります。
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6-1. KULINE蔵書検索：図書の探し方 図書

川崎良孝編『大学生と「情報の活用」情報探索入門』増補版. 京都大学図書館情報
学研究会, 2001. 

①資料種別：☑図書 ☑電子ブック

②タイトル：[書名]を入力

③「検索」or Enter
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6-1. KULINE蔵書検索：図書の探し方 図書

川崎良孝編『大学生と「情報の活用」情報探索入門』増補版. 京都大学図書館情報
学研究会, 2001. 
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6-2. KULINE蔵書検索：図書の探し方

Point 特定の図書を探す場合、「書名（タイトル）」「出版者名」「出版年」の３
つでほぼ特定することができます。もし検索結果一覧画面が出てきてしまっ
たら、さらに「著者名」を加えてみるか、図書館員に聞いてみましょう。
また、「指定された条件に該当する資料がありませんでした」と出たら、他
大学にあるかどうか確認してみましょう。

図書

④「書誌詳細」画面の所蔵一覧で

をチェック！（図書のある場所を示す）
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6-3. KULINE蔵書検索：図書の探し方（補足) 図書

河村哲也『理工系の数学教室 3:フーリエ解析と偏微分方程式』朝倉書店, 2005 

②電子化されている文献は、「書誌詳細」画面の
「電子ジャーナル・電子ブック」の欄にリンクが表示される。
※後述のプラグインを有効にした状態でリンクを

クリックすること

①シリーズ名のある図書はこの
ように表示される

このリンクをたどって
本文を読むことができます。
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京大契約データベース・電子ジャーナル利用のためには

プラグインをインストールしてください

図書館機構HPのダウンロードサイト

https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/erdb/13505
からインストールしてください。
※上記ページにマニュアル・FAQもあります。

プラグインシステムをインストールすれば学外（自宅等）からも
電子ジャーナルにアクセス可能です。

※利用できるブラウザはGoogle ChromeとMozilla Firefox
※上記以外のブラウザや、スマートフォン・ タブレット端末では

利用できません
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7-1. KULINE蔵書検索：雑誌の探し方 雑誌

小西和夫(1998)「コンピュータとプライバシー」『図書館界』50(2), p.55-58.

Point 特定の雑誌論文を探す場合、KULINE蔵書検索タブでは、
論文名で探すことはできません

KULINE蔵書検索タブで雑誌論文を探すときは、

まず雑誌名で雑誌を検索しましょう。

また、出版年に論文の出版年を入れて探すことはできません。

※ 論文名で探せるのはKULINE論文検索タブ、または別の論文データベースです。
詳細は後の授業で扱います。

①資料種別： ☑雑誌 ☑電子ジャーナル

②タイトル：[雑誌名]を入力

③「検索」or Enter20



Point 特定の雑誌を探しあてるのは、目録への慣れと経験が必要な難しい作業のひ
とつです。探したい雑誌の候補がいくつか出てきて、どれかわからないとき
は、図書館員に聞いてみましょう。

雑誌7-2. KULINE蔵書検索：雑誌の探し方

④資料種別：「雑誌」の「圖書館界」をクリック
「雑誌」と「電子ジャーナル」の両方があったら、まず「雑誌」をクリックしてみる
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雑誌7-3. KULINE蔵書検索：雑誌の探し方

⑤「書誌詳細」画面の雑誌所蔵一覧で
巻号を見て、求める論文の巻号が含ま
れていれば
をチェック！（巻号クリックで絞込できる）

※ 「電子ジャーナル・電子ブック」の欄にリンクがあるが、
リンクの期間内に求める論文の出版年が含まれていないの
で、電子ジャーナルでは見ることができない

小西和夫(1998)「コンピュータとプライバシー」『図書館界』50(2), p.55-58.

プラグインを有効にした状態で
リンクをクリックすること

22



応用EX1. こんなときにはどうすればいい？

Box GEP. Science and statistics.
J. Am. Statist. Assoc. 1976; 71:791-799.

雑誌名が省略されていて正式な誌名がわからない！

雑誌

雑誌名 出版年 巻号

☞ 前方一致検索（[単語]*）を使ってみる！
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応用EX1. こんなときにはどうすればいい？

■前方一致検索：「*」（アスタリスク）を使う
（入力方法：Shift+      ）

前方一致検索とは、その後に何がきてもよいという検索方法です。

（例）タイトルが略誌名「 J. Am. Statist. Assoc. 」と書かれている場合、
以下のように入力します。

j* am* statist* assos*

:け
*

※単語の後ろの.（ピリオド）を取ってから
「*」（アスタリスク）を入力すること
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応用EX1. こんなときにはどうすればいい？

※ 前方一致検索[*]はこんな時にも便利

“center”か“centre”かわからない

⇒「cent*」で検索すると両方まとめて検索できます

“Internationaler Funktentelegraphenvertrag”
というタイトルの本を検索したい

⇒「Intern* Funktent*」で検索すると、

格変化やスペルミスを気にする必要がありません
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応用EX2. こんなときにはどうすればいい？

今枝由郎, フランス人と仏教, 「ふらんす」 82(1), 
p32-35, 2007. 

タイトルが極端に短い！

雑誌

雑誌名 巻号

☞ 完全一致検索（#[単語]）を使ってみる！
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応用EX2. こんなときにはどうすればいい？

■完全一致検索：「#」（シャープ）を使う
（入力方法：Shift+ ）

タイトルなどが短い単語、または一般的な単語の時に使用すると
便利な検索記号です。

（例）書名が「ふらんす」と書かれている場合、以下のように入力します。

• 「ふらんす」だけで検索すると、ヒット件数が6千件を超えてしまいます
#ふらんす」で検索することでヒット件数は大幅に絞られます。

• 資料種別にチェックをすることでさらに絞り込むことができます。

3

# あ

あ3

#

#ふらんす
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8. 資料を調査するために

☑ 「参考文献」リストを使って資料を探す

☑ 図書と学術雑誌を使い分けて探す

☑ 「参考文献」リストから書誌情報を読み取る

（図書？雑誌論文？ タイトルはどれ？）

☑ 書誌情報を使って、KULINEで検索する

（京都大学にある？ 電子版でも読める？）

28



Try! － 演習問題

• 図書や雑誌論文を探すことができるか、演習問題で
確認します。PandAから解答用紙をご準備ください

①授業タブの中から、
「 [2020前期火４]大学図書館の活用と情報探索」をクリック

②左側のメニューバーから「授業資料」をクリックし、
「5月19日講義資料（須田） 」のフォルダから
「20200519_03_KULINE演習問題.pdf 」のファイルを
選択
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