
本日の内容

１．蔵書目録、電子ジャーナルの使い方
蔵書目録から調べる(冊子) ／ 蔵書目録から調べる(電子) 
／ 蔵書目録から調べる時のポイント

２．国内論文、海外論文の探し方
CiNii Articlesで調べる ／ Web of Scienceで調べる
／ PubMedで調べる ／ Google Scholarで調べる

３．水産学部にない文献の入手方法

４．リモートアクセスを利用する

５．その他
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本日の内容

１．蔵書目録、電子ジャーナルの使い方
蔵書目録から調べる(冊子) ／ 蔵書目録から調べる(電子) 
／ 蔵書目録から調べる時のポイント

２．国内論文、海外論文の探し方
CiNii Articlesで調べる ／ Web of Scienceで調べる
／ PubMedで調べる ／ Google Scholarで調べる

３．水産学部にない文献の入手方法

４．リモートアクセスを利用する

５．その他
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図書館HP https://www.lib.hokudai.ac.jp/
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図書館HP＞「資料を探す」

図書館の蔵書目録や、電子ジャーナルや電子ブック、データ
ベースなどを利用することができます
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論文の探し方

① 講義の参考資料や引用文献として

紹介されている場合

②読みたい論文が決まっていない場合

Sato T, Qadir M, Yamamoto S et al (2013) Global, regional, and 
country level need for data on wastewater generation, treatment, 
and use. Agric Water Manag 130:1–13.

・テーマから雑誌論文をさがす

・ある著者の雑誌論文を読んでみたい

・論文の一部の情報はわかるけど、なんの雑誌

に掲載されているかわからない
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論文入手までの流れ

冊子(紙)が水産学部にある

or 電子ジャーナルで読める

札幌キャンパス、他
大学から取り寄せる

論文入手・閲覧

読みたい論文の掲載雑誌名と

巻号・タイトルがわかる

START

GOAL

NO

北大蔵書目録で検索

YES
①

データベースで論文を検索

NO
②

YES

電子ジャーナル
がなければ

YES
NO

YES
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論文入手までの流れ

冊子(紙)が水産学部にある

or 電子ジャーナルで読める

札幌キャンパス、他
大学から取り寄せる

論文入手・閲覧

読みたい論文の掲載雑誌名と

巻号・タイトルがわかる

START

GOAL

NO

北大蔵書目録で検索

YES
①

データベースで論文を検索

NO
②

YES

電子ジャーナル
がなければ

YES
NO

YES
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「海の科学」で検索

蔵書目録から調べる(冊子)
資料を探す＞北海道大学蔵書目録を開いてから

※詳細検索も
できます
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条件の絞込み

※「続きを見る」
で項目を展開

検索ワード
を修正

ページ切替

蔵書目録から調べる(冊子)

結果の1番目のタイトルをクリックします。
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並び順 表示件数



蔵書目録から調べる(冊子)

配架場所と請求記号に注目

10

どんな本か？

北大のどこにあるか？



452

YAN

分類番号：その図書の
主題に応じた番号

著者記号：
著者名を元にした記号

（シリーズ名からとるこ
ともある）

400 :自然科学
450：地球科学

452：海洋学

請求記号と背ラベル

蔵書目録から調べる(冊子)

1. 本の内容・分野、著者名などをもとに「請求記号」をつけています。
2. 請求記号は「分類番号＋著者記号」で構成されています。
3. 図書館の本は請求記号の順に並んでいます。
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572.8

C547

572.8

Tam

572.82

J724

568

Ich

572.8

Zem

572.8

Can

1. 分類番号順に左から右へ
2. 同じ分類番号のものは著者記号順に左から右へ
3. 洋書は「C547」のようにアルファベットと数字の組み合わせになっている。

図書の並び方

蔵書目録から調べる(冊子)
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雑誌の場合

1. 基本的には図書と同じく、上半分が「どんな資料か」、下半分が「北大のどこにあ
るか」を示しています。

2. 探している雑誌の巻号があるか、所蔵巻号の列を見ます。今回だと、「水産学部
の開架雑誌」コーナーには52巻がすべて揃っており、53巻1号から53巻4号まで
が揃っていることを示します。

3. 「+」がついているものは今後も継続して入ってくるものです。

※巻号をクリックすると1冊ずつの
情報を確認可能です

蔵書目録から調べる(冊子)
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電子ジャーナルについて

• インターネット上で読める学術雑誌

• 大学で購入しているタイトルは

17,000タイトル以上

• 学外から利用できるものもある

（→リモートアクセス（後述））
※「アカデミックスキルガイド 3-28」も参照

https://www.lib.hokudai.ac.jp/uploads/2019/07/3-28_v1.0.pdf
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著者名 ： Sato T, Qadir M, Yamamoto S et al （et al＝その他）

発行年 ： 2013
論題(論文名)： Global, regional, and country level need for data on wastewater

generation, treatment, and use.
収録誌 ： Agric Water Manag （＝Agricultural water management）

vol.130, P.1-13

Sato T, Qadir M, Yamamoto S et al (2013) Global, 
regional, and country level need for data on 
wastewater generation, treatment, and use. Agric
Water Manag 130:1–13.

電子ジャーナルで論文を探しみよう！
-蔵書目録-
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蔵書目録から調べる(電子)
「Agricultural water management」 vol.130 [2013], P.1-13

正確なタイトルの調べ方

• 蔵書目録やCiNii Booksで「Agric Water Manag」と検索すると、
タイトルの正式名称を確認できます。

• 他にも、GoogleやBingなどで検索してみる方法もあります。
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蔵書目録から調べる(電子)
「Agricultural water management」 vol.130 [2013], P.1-13
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「Agricultural water management」
で検索



蔵書目録から調べる(電子)
「Agricultural water management」 vol.130 [2013], P.1-13
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「電子ジャーナル」で検索結果を
絞り込む



蔵書目録から調べる(電子)
「Agricultural water management」 vol.130 [2013], P.1-13

19

表示された電子ジャーナルを
クリック



蔵書目録から調べる(電子)
「Agricultural water management」 vol.130 [2013], P.1-13

雑誌の発行年が「利用可能範囲」
に含まれているか確認します。

「利用可能範囲」よりも前の年代
のもの、あるいは「利用可能範
囲」より先の年代のものはその提
供元では本文が見れません

電子ジャーナルを見に行く時
はここをクリック

今回探している号は2013年刊行なので、利用可能範
囲が「1995 - 現在」となる行の「雑誌」をクリック
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蔵書目録から調べる(電子)
「Agricultural water management」 vol.130 [2013], P.1-13

21

電子ジャーナルのトップ画面より
Articles & Issues

↓
All Issues

↓
発行年(2013)を選択

↓
巻号(Vol.130)を選択

↓
Download PDFで論文入手



• 蔵書目録の検索結果をクリックした後の画面では

文献を入手する方法が表示されています。

• Step1から始めて、Step1で入手できない場合は

Step2、Step3と進んでいきます。

蔵書目録から調べる時のポイント
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蔵書目録から調べる時のポイント
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図書館HP ＞電子ジャーナル のページでは
直接論文を検索することもできます。

雑誌名、論文タイトル、巻号、
ページ等で検索
DOI、PMIDでの検索も可能

DOI、PubMedID(PMID)
で検索



本日の内容

１．蔵書目録、電子ジャーナルの使い方
蔵書目録から調べる(冊子) ／ 蔵書目録から調べる(電子) 
／ 蔵書目録から調べる時のポイント

２．国内論文、海外論文の探し方
CiNii Articlesで調べる ／ Web of Scienceで調べる
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論文入手までの流れ

冊子(紙)が水産学部にある

or 電子ジャーナルで読める

札幌キャンパス、他
大学から取り寄せる

論文入手・閲覧

読みたい論文の掲載雑誌名と

巻号・タイトルがわかる

START

GOAL

NO

北大蔵書目録で検索

YES
①

データベースで論文を検索

NO
②

YES

電子ジャーナル
がなければ

YES
NO

YES
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主な文献検索データベース

CiNii Articles 国立情報学研究所が提供する情報検索サービス
約2,200万件の論文を検索可能
同時アクセス数：無制限

Web of Science 世界中の影響力の高い学術雑誌約18,000誌以上が
収録され引用文献情報も収録
（自然科学分野：1900年～現在）
同時アクセス数：無制限

PubMed 世界の主要な医学雑誌の論文情報2500万件が
検索可能（1946年から現在）
無料公開
同時アクセス数：無制限

Google Scholar 雑誌記事論文版Google 
無料公開または北大で購読している論文は本文が
表示できる
無料公開 同時アクセス数：無制限

データベース名 特徴
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CiNii Articlesで

次の２つのキーワードに合う日本語論文を探す

＞キーワード：「プランクトン」と「増殖」

データベースから論文を調べる
-CiNii Articles-
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図書館HP
↓
データベース一覧
↓
CiNii

CiNii Articlesで調べる
キーワード「プランクトン」＋「増殖」
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CiNii Articlesで調べる
キーワード「プランクトン」＋「増殖」
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「プランクトン 増殖」
で検索



論題
著者
抄録

収録誌、巻号、ページ、発行年
本文へのリンク

CiNii Articlesで調べる
キーワード「プランクトン」＋「増殖」
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1件目の論文の
「J-STAGE」
をクリックする
↓
「PDFをダウンロード」
をクリックする

CiNii Articlesで調べる
キーワード「プランクトン」＋「増殖」

31



「詳細検索」をクリックする
ことで複数の条件を組み
合わせて検索ができるよ
うになります

CiNii Articlesの使い方捕足
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Web of Scienceで

次の条件に合う英語論文を探す

＞キーワード：「seaweeds」と「 fucoidan 」

データベースから論文を調べる
-Web of Science-
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Web of Science Core Collection

世界中の影響力の高い学術雑誌を収録

引用文献情報収録

収録データベース

・Science citation Index Expanded(SCIE)
・Social Science Citation Index(SSCI)
・Arts & Hmuanities Citation Indeｘ(AHCI)
・Emerging Sources Citation Index (ESCI) 

同時アクセス数 無制限
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図書館HP
↓
データベース一覧
↓
Web of Science 
Core Collection

Web of Scienceで調べる
キーワード：「 seaweeds 」＋キーワード：「fucoidan」
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期間を限定することも
できます

別の検索フィールド
を追加します

検索フィールドの選択
著者名、出版物名、
著者所属 etc.

Web of Scienceで調べる
キーワード：「 seaweeds 」 ＋キーワード：「fucoidan」

36



Web of Scienceで調べる
キーワード：「 seaweeds 」 ＋キーワード：「fucoidan」

37

トピック＝＞
キーワード：「seaweeds」「fucoidan」で
検索



検索画面に戻る

1件の論文情報

Web of Scienceで調べる
キーワード：「 seaweeds 」 ＋キーワード：「fucoidan」

38

並び順を変更

条件を絞り込む



Web of Scienceで調べる
キーワード：「 seaweeds 」 ＋キーワード：「fucoidan」

39

「被引用回数」をクリックして、
並び順を変更する
↓
1番「被引用回数」の多い論
文のタイトルをクリックする



北大で見れる
本文を探す

・出版社のサイトへ直接アクセスする

※複数の「出版社のサイト」が存在することもあります

・Google Scholar
で探す

Web of Scienceで調べる
キーワード：「 seaweeds 」 ＋キーワード：「fucoidan」

40

上部のボタンから
「全文オプション」
→「出版社のサイト」
をクリックする



「Download PDF」をクリック

Web of Scienceで調べる
キーワード：「 seaweeds 」 ＋キーワード：「fucoidan」
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その論文で引用している論文
がまとめて表示される

論文の詳細画面で引用論文
の数字をクリックすると

Web of Scienceの使い方補足
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希望する論文に
チェックをつけて

メール、Excel、文献管理ツール
(EndNote Basic、Mendeley等)
などに論文情報を送る

マークリストに
追加

Web of Scienceの使い方補足
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PubMedで

次の条件に合う論文を探す

＞キーワード：「fucoidan」「cancer」

データベースから論文を調べる
-PubMed-

44



PubMed

• 医学系、生命科学系学術雑誌に掲載された
論文を検索できる

• 1946年～現在まで収録

• 無料のデータベースなのでどこからでも利用

できる。北大図書館の「データベース一覧」

から利用すると論文の本文へのリンクも表示

できる。
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キーワード入力のポイント
1. 曖昧な語の検索：前方一致検索＝語尾に＊をつける

例） librar* → library, librarian, librarians, …

2.    熟語の検索：ダブルクォーテーション「”」でくくる

例）“fish oil” “lung cancer”

3. 著者名の検索：姓＋名＋ミドルネーム 名とミドルネームはイニシャル
のみ 例）Smith R / suzuki a

※2002年以降出版の文献はフルネームで検索可能

4. 雑誌名の検索：完全な雑誌名、略誌名のいずれからも検索

例）「CBP」でも「Comparative Biochemistry and Physiology」でも同じ結果

5. キーワードや条件の掛け合わせ（論理演算）

「AND」（両方の語を含む）「OR」（どちらかの語を含む）「NOT」（前者

を含むが後者を含まない）などでつなぐ（スペースで区切ると自動的

にAND検索、入力は大文字で）
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図書館HP
↓
データベース一覧
↓
PubMed北大版

PubMedで調べる
キーワード：「fucoidan」＋「cancer」
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検索ボックス

使い方

詳細検索
(Advanced)

PubMedで調べる
キーワード：「fucoidan」＋「cancer」
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PubMedで調べる
キーワード：「fucoidan」＋「cancer」
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「fucoidan cancer」
で検索



Display Option
（表示オプション）

・条件の絞込み

1件の論文情報

PubMedで調べる
キーワード：「fucoidan」＋「cancer」

50



PubMedで調べる
キーワード：「fucoidan」＋「cancer」

51

右上の「Display Option」を
クリックして、Formatを
Summary→Abstractへ変更



論題、著者名

アブストラクト（抄録）
とキーワード

PMIDとDOI

本文へのリンク

収録誌の情報

PubMedで調べる
キーワード：「fucoidan」＋「cancer」
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文献にチェックをつけて「Email」
「Send to」を選ぶとから論文の情報
を保存・送信できます

PubMedの調べ方捕足

53



ＭｅＳＨとは米国国立医学図書館（NLM）が作成するシソーラスMedical Subject 
Headings(医学主題見出し)の略称

シソーラス・・・様々な医学用語を統一して上位語・下位語を整理した

統制語辞書

癌について調べたい・・・

論文中の表現 neoplasms
cancer, tumor, neoplasm
・・・様々な表現が存在

例えば

MeSH

論文内容を表わす言葉として
Mesh用語 ”Neoplasms”を
付与しキーワードを統一

PubMedの調べ方補足
＜MeSHを使った検索＞
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岩下愛，山下ユミ共著 『図解PubMedの使い方
第6版』 日本医学図書館協会, 2013

水産学部図書室の論文の書き方コーナー
(４９０．７／IWA)にあり

アカデミックスキルガイド 3-18
「PubMedの使い方～MeSH編～」

https://www.lib.hokudai.ac.jp/learning_and_teaching/learning_support/academic_skil
ls_guides/ にて公開

PubMedの参考資料

55

https://www.lib.hokudai.ac.jp/learning_and_teaching/learning_support/academic_skills_guides/


Google Scholarで

次の条件に合う論文を探す

＞キーワード：「global warming」「plankton」

データベースから論文を調べる
-Google Scholar-



Google Scholar

• 学術資料に限定したGoogleの無料の検索
サービス

• 手軽に検索でき、本文中にしか出てこない
キーワードでもヒットする場合がある

• 収録範囲は不明で、シソーラスなどの機能が
ないためノイズが多くなりがち
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図書館HP
↓

データベース一覧
↓

●データベースをキーワードから探す で
「Google Scholar」で検索

↓
Google Scholar

Google Scholarで調べる
キーワード：「global warming」＋「plankton」



「global warming plankton」
で検索

59

Google Scholarで調べる
キーワード：「global warming」＋「plankton」



引用元：この論文を引用している論文を表示
関連記事：関連性が高いとGoogleが判断したものが表示される
バージョン：同じ論文が複数サイトで読める場合、他バージョンへのリンクも表示
Web of Science：本学契約のWeb of Scienceのこの論文を引用している論文一覧へリンク
○○に取り込む：文献管理ソフト等に保存
引用：この論文の文献情報が表示される
保存：Googleのマイライブラリへの保存。Googleアカウントが必要。マイライブラリはラ
ベルをつけて文献を管理できるGoogleのサービス。

本文へのリンク

60

Google Scholarで調べる
キーワード：「global warming」＋「plankton」

タイトルをクリック
すると出版社の論文
のページへ移動



本日の内容

１．蔵書目録、電子ジャーナルの使い方
蔵書目録から調べる(冊子) ／ 蔵書目録から調べる(電子) 
／ 蔵書目録から調べる時のポイント

２．国内論文、海外論文の探し方
CiNii Articlesで調べる ／ Web of Scienceで調べる
／ PubMedで調べる ／ Google Scholarで調べる

３．水産学部にない文献の入手方法

４．リモートアクセスを利用する

５．その他
61



■ILL（Inter Library Loan)サービスとは

電子ジャーナルで見られず水産学部に所蔵がな
い資料を国内または海外の他の機関から文献複
写や現物貸借で取り寄せるサービス。

水産学部図書室を通して、札幌キャンパスにあ
る図書を借りることもできます。

※「アカデミックスキルガイド 1-2」も参照

https://www.lib.hokudai.ac.jp/uploads/2019/07/1-02_v1.5.pdf

62

水産学部にない文献の入手方法



入手
方法

依頼先
料金
※モノクロの場合

入手期間 備考

文
献
複
写

学内
20円 / 枚
送料無料

当日 – 3日程度
e-DDS(※)利用可能

学外
30 – 60円 / 枚
+ 送料実費

1週間程度

海外 600円-5,000円/ 文献 1～2ヶ月程度

図
書
貸
借

学内 無料 2-3日程度
貸出期間は相手館
による

学外 1,500円-2,500円程度 1週間程度
貸出期間は相手機
関による

海外 5,000円-7,000円程度 1 – 3ヶ月程度
貸出期間は相手機
関による

※e-DDS…文献をPDFの状態で受け取ることができるサービス

■複写/貸借にかかる費用・期間など

63

水産学部にない文献の入手方法



例：札幌キャンパスから図書を

取り寄せる場合（無料）

●申込方法 →「現物貸借」

●支払料金 → 「私費」

●依頼先範囲→ 「学内のみ」

64

北大蔵書目録で検索

↓
タイトルをクリック

↓
「文献取寄」をクリック

要ログイン
(ELMS-ID)

水産学部にない文献の入手方法
■申込方法（A.蔵書目録から流用）



論文の全文が見れ
ないと上の画面にな
るので、Step5の

をクリックする。

必要事項を記入して
「申込」を押す。

要ログイン
(ELMS-ID)

CiNii／ Google 
Scholar等で検索

↓

または

をクリック

65

水産学部にない文献の入手方法
■申込方法（B.データベースから流用）



図書館HP
↓

図書館Webサービス
↓

文献複写・貸借申込み

必要事項を記入して
「申込を確定する」を押す。

要ログイン
(ELMS-ID)

66

■申込方法（C.手動で入力）

水産学部にない文献の入手方法



・カウンターに用紙あり

複写（学内・学外）

貸借（学内・学外）

・必要事項記入して

カウンターへ提出

※連絡先の記入は

忘れずに！
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水産学部にない文献の入手方法
■申込方法（D.紙で申し込む）



本日の内容

１．蔵書目録、電子ジャーナルの使い方
蔵書目録から調べる(冊子) ／ 蔵書目録から調べる(電子) 
／ 蔵書目録から調べる時のポイント

２．国内論文、海外論文の探し方
CiNii Articlesで調べる ／ Web of Scienceで調べる
／ PubMedで調べる ／ Google Scholarで調べる

３．水産学部にない文献の入手方法

４．リモートアクセスを利用する

５．その他
68



リモートアクセスとは

自宅や出張先等，学外からデータベース
や電子ジャーナルを利用できるサービス

リモートアクセスで利用可能な電子ジャー
ナル・データベースは一覧に

マークがついている。R

リモートアクセスを利用する

69



図書館HP
↓
リモートアクセス
（学外から電子リ
ソースを使う）
↓
図書館データベー
スページ

リモートアクセスを利用する

要ログイン
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蔵書目録から電子ジャーナル
を開いた時のアイコン

データベース一覧にあるアイコン

または がついていれば

学外から利用できます。

リモートアクセスを利用する

71



リモートアクセスサービス対応
リモートアクセスサービスにロ
グインすると、学外からアクセ
スできるデータベースです。

フリーアクセス
無料で公開されています。い
つでもどこからでも利用可能。

トライアル中
トライアル中のデータベース。

部局限定アクセス
契約している部局（データベー
スの説明部分に記載）の端末
でのみ利用可能です。

閲覧にID/パスワードが必要な
電子ジャーナル

ID/パスワードの取得に関して
は、図書館HP→電子ジャーナ
ル→ ヘルプをご覧ください。

札幌キャンパス限定アクセス
札幌キャンパスからのみ利用
可能

リモートアクセスを利用する
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本日の内容

１．蔵書目録、電子ジャーナルの使い方
蔵書目録から調べる(冊子) ／ 蔵書目録から調べる(電子) 
／ 蔵書目録から調べる時のポイント

２．国内論文、海外論文の探し方
CiNii Articlesで調べる ／ Web of Scienceで調べる
／ PubMedで調べる ／ Google Scholarで調べる

３．水産学部にない文献の入手方法

４．リモートアクセスを利用する

５．その他
73



借りている図書を確認する、貸出期間の延長をするといったこ
とがWEB上からできます。

その他（図書館Webサービス）

図書館HP→図書館Webサービス→「貸出・予約状況照会、貸出期間延長」

要ログイン
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その他（図書のリクエスト）

図書館HP
↓

図書館・室一覧
↓

水産科学研究院/水産科
学院/水産学部

↓
■学内向け

＞図書購入リクエスト

より申込できます。

75
※「アカデミックスキルガイド 1-4」も参照

https://www.lib.hokudai.ac.jp/uploads/2019/07/1-04_v1.3.pdf



その他（文献管理ツール）

 文献管理ツールとは、文献の蓄積・管理・整理、及び参
考文献の自動作成などが可能なツールのことです。

 CiNii、Google Scholarなどデータベースの情報を取り込
み、自分だけの文献リストを作ることができます。
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図書館HP
↓

研究支援情報
↓

著者としての研究者へ
↓

文献管理ツール
(https://www.lib.hokud
ai.ac.jp/support/bmt/)
で紹介しています。



その他（アカデミックスキルガイド）

 勉強や研究に役立つ各種ガイドです

 これまでご紹介してきた図書館サービスの使い方や、資
料を収集する方法について、読みやすくまとめています
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図書館HP
↓

学習・教育支援情報
↓

学習支援情報(学生向け)
↓

アカデミックスキルガイド
(https://www.lib.hokudai
.ac.jp/learning_and_tea
ching/learning_support/
academic_skills_guides
/) で紹介しています



お困りのことがあれば

図書館職員にお気軽にご相談
ください
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