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図書館情報⼊⾨図書館情報⼊⾨

北海道⼤学附属図書館
令和3年4⽉

1. はじめに

良いレポートを書くために必要な、
信頼性の⾼い情報（論⽂と図書）を
⼊⼿できるようになること

本⽇の到達⽬標
良いレポート悪いレポート

…

北海道の気象条件はじゃがいも
の栽培に向いていると思われる。

…

北海道は寒冷で乾燥している
（⼭⽥, 2015） 。…じゃがいも
は寒冷で乾燥した気候に向いて
いる（鈴⽊,  2015）。
…

このことから北海道の気象条件
はじゃがいもの栽培に向いてい
ると考えられる。

悪い/良い レポート例

良いレポート悪いレポート
…

北海道の気象条件はじゃがいも
の栽培に向いていると思われる。

…

北海道は寒冷で乾燥している
（⼭⽥, 2015）。…じゃがいも
は寒冷で乾燥した気候に向いて
いる（鈴⽊,  2015）。
…

このことから北海道の気象条件
はじゃがいもの栽培に向いてい
ると考えられる。

・典拠が⽰されていない
（情報が確かか怪しい）

・「何故そう考えたか」が
よくわからない

・典拠がはっきりしている
（情報の裏付けがある）

・論理/思考の過程を⽰している
（「何故そう考えたか」を説明できる）

知⾒

主張

悪い/良い レポート例

信頼できる情報って︖

情報の⽣産と流通
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イベント
発⽣

続報

専⾨家による解説

学術雑誌
イベントの背景・歴史
関連情報・参考⽂献など

関連情報の提⽰
⼀般雑誌

速報

イベントについての意⾒交換・討論

新聞・テレビ・ラジオ

インターネット

学術的調査・研究の成果発表

図書

学術的調査・研究の開始

情報の⽣産と流通
速報性 著者 出版年

論文

図書

⾼い信頼性

×
第三者の
チェック

一般的な
ネット情報

情報媒体と信頼性

2. 論⽂の探し⽅
• 研究者の論⽂発表の場として機能
• 巻号が振られている（例: vol.49, No.1）

※巻号の振り⽅ Vol. 49
(49巻)

No. 1 (1号) 49(1)

No. 2 (2号)   49(2)

No. 3 (3号)   49(3)

学術雑誌
• 同じ分野の論⽂を集めた本
• Web上で利⽤可能な場合もあり

（電⼦ジャーナル）

論⽂と学術雑誌

学術雑誌
論⽂

（例）JJVR, 62(3)
雑誌名と巻号をメモしよう

北大で発行している
学術雑誌の例

学術雑誌の巻号

巻 号

北海道における○○○の×××
著者︓○○

雑誌名○○○、△巻（□号）
xx‐yyページ

読みたい論⽂がどの学術雑誌に載っているのか
調べるためのデータベース

北海道 検索

⽂献⽬録データベース
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⽂献⽬録データベースの例
分野 主な収録範囲 機能

Web of Science ⾃然/社会科学 欧⽂誌 引⽤・被引⽤⽂献
リスト

CiNii Articles 全般 ⽇本の学術雑誌

医中誌Web 医学系 ⽇本の学術雑誌 シソーラスあり

PubMed 医学系 欧⽂誌 シソーラスあり

SciFinder‐n 化学系 欧⽂誌 化学品・化学反応
に関する情報あり

※シソーラス︓同義語や類義語をまとめた検索⽤の辞書機能

CiNii Articles

演習準備:図書館ホームペー
ジ→リモートアクセス

準備
演習準備:リモートアクセス

ログイン画⾯

準備

演習:図書館ホームページ→
データベース⼀覧

演習

演習:データベース⼀覧
→CiNiiCiNii

演習
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演習:検索「マイクロプ
ラスチック 海」
（CiNii Articles）

「持続可能 農業」で検索

演習 演習:検索結果⼀覧画⾯
（CiNii Articles）

演習

演習:論⽂詳細表⽰画⾯
（CiNii Articles）

演習:論⽂の情報の⾒⽅

巻号 ページ 年

巻号、ページ、発⾏年をメモ

演習:CiNii Articlesから
電⼦ジャーナルへのアク

セス⽅法
オレンジ⾊のアイコン
→ PDFで読める場合がある

演習:CiNii Articlesから
電⼦ジャーナルへのアク

セス⽅法

北⼤フルテキストナビゲーター
→北⼤で読めるかどうかを調べられる
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演習:CiNii Articlesから
電⼦ジャーナルへのアク

セス⽅法

演習 演習:北⼤フルテキスト
ナビ→電⼦ジャーナル

演習

論⽂のPDFを開く

演習その1
電⼦ジャーナルのページで、
論⽂のPDFファイルを開いてみよう

演習 ⽂献リストを⾒つける

演習その2
論⽂の引⽤⽂献リストを⾒つけよう

演習

著者名、出版年、タイトル、雑誌名、巻号、ページ数

⽂献リストの⾒⽅ 演習:検索結果⼀覧画⾯
（CiNii Articles）

演習
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演習:CiNii→北⼤フルテ
キストナビ

演習 演習:電⼦ジャーナル契
約外の場合（北⼤フルテ

キストナビ）

演習:北⼤フルテキスト
ナビ→北⼤図書館Online

CatalogISSN （雑誌の番号）
※International Standard Serial Number

ISBN（図書の番号）
※ International Standard Book Number

演習 演習:北⼤図書館Online
Catalog

演習:北⼤図書館Online
Catalog

掲載誌の情報

所蔵状況

例）1,2(1-4,6),3-14

【所蔵あり】
1巻，
2巻 の 1号〜4号と6号
3巻〜14巻
【所蔵なし】

2巻 の 5号

所蔵巻号の⾒⽅
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演習:雑誌の所蔵状況の
確認⽅法（北⼤Online

Catalog） • 号の表記のみで、巻の表記がない雑誌
• 巻の表記がない場合は()は不要

1号 → 1
例）1-99, 102-150
【所蔵あり】

1号から99号までと、102号から150号まで
【所蔵なし】

100号と101号

＜補⾜＞特殊な巻号の表し⽅

• 和暦、⻄暦などの年次しかない雑誌
• 年鑑や⽩書などに多い
• 年を巻号として使⽤
• 和暦は元号を除く
例）『平成30年度 ⽂部科学⽩書』

平成30年度 → 30

＜補⾜＞特殊な巻号の表し⽅ 演習:CiNii Articles→北
⼤Online Catalog

演習

演習:北⼤図書館Online
Catalog

論⽂を探す際の注意

• 北⼤のネットワーク内からのアクセスが基本
• ELMS端末、HINES-WLAN（無線LAN）など
• 電⼦ジャーナル、データベースの多くは

契約者（＝北⼤）にのみアクセスを許可
しているため

• 学外からはリモートアクセス（後述）
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3. 図書の探し⽅

演習:図書館ホームペー
ジ→蔵書検索

演習

早速ですが、演習です。
北⼤附属図書館のホームページを開いてください。画⾯左上の「蔵書検索」をクリックしてください。

演習:検索「気象 北海
道」（北⼤Online

Catalog）

「気象 北海道」で検索

演習 演習:所蔵館絞込（北⼤
Online Catalog）

演習:所蔵館絞込（北⼤
Online Catalog）

演習:所蔵館絞込（北⼤
Online Catalog）

所蔵館で絞り込み可能

演習

演習:検索結果⼀覧→本
の情報の詳細（北⼤
Online Catalog）

演習
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演習:詳細情報画⾯（北
⼤Online Catalog）

演習:詳細情報画⾯（北
⼤Online Catalog）

演習:詳細情報画⾯（北
⼤Online Catalog）

演習:詳細情報画⾯（北
⼤Online Catalog）

所蔵情報の⾒⽅

501 501.2

Aka

501.2

Bel

2

500 501.2

Bel

1

501.2

A211

図書の並び⽅
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630.251

NIH

分類番号
その図書の主題（テーマ）に
応じた番号

600 : 技術
630：農業技術

著者記号
著者名を元にした記号

シリーズ番号

背ラベル（請求記号）の⾒⽅ 図書の探し⽅・借り⽅

図書の探し⽅・借り⽅

発見！

借りる場合は
自動貸出機へ

図書の探し⽅・借り⽅

借りずに戻す場合は
「借りなかった本」台へ

図書の探し⽅・借り⽅
以下の点を気にかけよう

–著者 → その分野の専⾨家か
–出版社 → 確かな出版社か
–出版年 → いつの情報か

図書を⼊⼿したら…
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＜補⾜＞電⼦ブックの使い⽅ ＜補⾜＞電⼦ブックの使い⽅

※学外からはリモートアクセス

4. 演習1
指定されたテーマの論⽂を探す

「キミ、○○に関する論⽂を
何でもいいから⼀つ
読んできなさい」

先⽣

もしこんな課題が出た
ら︖その1

論⽂探すのってどうする
んだっけ︖

論⽂探すのって
どうするんだっけ︖

CiNii Articlesで
論⽂検索︕
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課題１

論⽂をCiNii Articlesで探し
読んでみたい論⽂を1つ選んで

「論⽂の情報」と「論⽂の⼊⼿⽅法」
を書き出してみよう

「北海道の観光に関する論⽂を
何でもいいから⼀つ読んできなさい」

演習 課題１

論⽂情報 ……①論⽂のタイトル、②掲載誌名
③巻号、④ページ (※)、⑤出版年

※ページはない場合もあります

論⽂の⼊⼿の仕⽅
(1) 本⽂をPDFで⼊⼿できますか︖

→[はい]の場合︓課題1は終了です
[いいえ]の場合︓(2)へ進みます

(2) 北⼤に冊⼦体がありますか︖
→[はい]の場合︓「配架場所」を1つメモします

[いいえ]の場合︓課題1は終了です
※論⽂があるか調べる時は論⽂が掲載されている巻号があるか注意しましょう

演習

課題1のヒント
• CiNii Ariclesで「北海道 観光」と検索してみよう

（他のキーワードでもOK）

• 論⽂をひとつ選ぼう
（練習なので、どれでもOK）

• フルテキストナビゲーターのStep. 2で、
「ISSN/ISBNで検索」がうまくいかない場合は、
「図書や雑誌のタイトルで検索」も試してみよう

• 本⽂をPDFで読めるか、冊⼦体が北⼤にあるかは
選んだ論⽂によって異なる
（読める・あるものを探すのではなく、

読める/読めない、ある/ないが判断できればOK）

巻号 ページ 年掲載誌名

論⽂タイトル

おさらい (CiNii Aricles)

おさらい (CiNii Aricles)

北⼤に冊⼦体で所蔵しているか
どうか調べたいとき

北⼤で契約していて読める
電⼦コンテンツがあるかど
うかを調べたいとき

おさらい（フルテキストナビ）

電⼦ジャーナルのサイトへ

電⼦ジャーナルが
利⽤できる場合

電⼦ジャーナルが
利⽤できない場合

冊⼦体の有無を検索
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おさらい（フルテキストナビ）

どの図書館のどこにあるか どの巻号があるか

5. 演習2
1. テーマを絞り込む
2. 絞り込んだテーマで図書を探す

もしこんな課題が出た
ら︖その2「キミキミ、 ○○について調べて

A4で2枚くらいの⽂章で報告しなさい」

「信頼できる情報を使うのだよ」

「あぁでも○○じゃ漠然としすぎだな…

⾃分の興味があるテーマを追加して
調べるように」

テーマ設定を⾃分でしないと
いけないときはどうする︖

資料を探す・読む

新たな情報を得る テーマを考える

テーマ設定を⾃分でしないと
いけないときはどうする︖

資料を探す・読む

新たな情報を得る テーマを考える

テーマ設定を⾃分でしないと
いけないときはどうする︖

資料を探す・読む

新たな情報を得る テーマを考える
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テーマ設定を⾃分でしないと
いけないときはどうする︖

資料を探す・読む

新たな情報を得る テーマを考える

温暖化
気候変動

CO2
⾷糧

感染症
海⽔

条約

お題︓温暖化

南極

キーワードを連想してみる

テーマ設定アプローチ1

【温暖化】と【南極】
…⾯⽩いかも︕

テーマ設定アプローチ2

温暖化
気候変動

CO2
⾷糧

感染症
海⽔

条約
南極

【温暖化】と【南極】
について調べてみよう︕

信頼できる情報か……
とりあえず本を

読んでみようかな

テーマ設定アプローチ3

（おおまかな）仮テーマ決定︕

北⼤の蔵書⽬録でキーワード検索

温暖化と南極に関する本を読んでみる

読んだ中でもペンギンの⽣息数が特に気になる︕

テーマ設定アプローチ4

「南極におけるペンギン⽣息数の変動から⾒る
温暖化の影響」をテーマとしよう︕
（テーマ決定︕）

（おおまかな）仮テーマ決定︕

ペンギンの⽣息数に関する論⽂や本を読んでみる

テーマ設定アプローチ5
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キーワードを
連想してみよう︕

課題2 その1

「⽂化」と聞いて思いつく⾔葉を
5つくらい書き出してみよう

演習

「⽂化について調べて⽂章で
報告しなさい」

北⼤の蔵書⽬録で
本を検索してみよう︕

課題２ その2

• 「⽂化」と「その1で考えたキーワード」を組み合わせ、
北⼤の蔵書⽬録を検索しよう
• 所蔵館を「北図書館」に絞り込む
• 貸出中のものは除外する
• 同じキーワードで2冊探しても、1冊ごとに変えてもOK︕
• うまくヒットしない時は、別のキーワードを試そう

• 以下の項⽬を書き出しましょう。
①組み合わせたキーワード、②図書のタイトル、
③出版社、④出版年、⑤請求記号、
⑥配架場所（北図書館・〇〇）

演習

北図書館にいるつもりで、本を2冊探そう

試⾏錯誤も必要な経験 テーマは繰り返しながら
決まっていく

資料を探す・読む

新たな情報を得る テーマを考える
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6. おわりに

良いレポートを書くために必要な、
信頼性の⾼い情報（論⽂と図書）を
⼊⼿できるようになること

⽬標のおさらい

図書館Webサービス

図書館Webサービス
• 借⽤中の本の確認
• 貸出期間の延⻑

など
リモートアクセスサービス

⾃宅等キャンパス外から
電⼦コンテンツへアクセス

リモートアクセスサービス

リモートアクセスサービス

引⽤元を明記しないことは
不正⾏為と⾒なされます︕
（便覧にも書いてあります）
正しい引⽤⽅法を知りましょう

正しい引⽤をするには

『引⽤の仕⽅―不正と⾔われないために』
北⼤ラーニングサポート室作成
https://lso.high.hokudai.ac.jp/document/
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• 図書館に置いて欲しい本がある
→ リクエストできます

• 欲しい論⽂が他⼤学にある
→ 取り寄せできます

• 北⼤で契約しているはずの電⼦コンテンツに
アクセスできない

→ 図書館で調査します

図書館へご⼀報ください

困ったときは

最後に

⽂献のことで
困ったことがあれば
いつでも
図書館カウンター
にご相談ください︕

Webからもお気軽に︕
【図書館スタッフに相談しよう︕】
http://www.lib.hokudai.ac.jp/support/ask/

図書館ホームページトップ＞学習・研究⽀援情報＞
学習⽀援情報（学⽣向け）＞図書館スタッフに相談しよう


