
図書館を使いこなそう！2012

基本編

お茶の水女子大学附属図書館

03-5978-5839  lib-ref@cc.ocha.ac.jp

カウ タ （月 金 9 12 13 17時）レファレンスカウンター（月-金 9-12,13-17時）



本日の内容本日の内容

ポ 書 が• レポート作成に、図書館がどう役に立つ？
• 文献リストを読み解く文献リストを読み解く

• お茶大にあるか調べる（お茶大OPAC）
• お茶大以外の蔵書を探す

–全国の大学（Webcat、Webcat plus)

必要な文献を
効率よく探して
手に入れる
「ワザ を全国の大学（Webcat、Webcat plus)

–国立国会図書館
公共図書館

「ワザ」を
マスターしよう

–公共図書館
• お茶大にない資料の入手方法
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レポートと文献の関係レポートと文献の関係

利用
評価テーマの

決定
調査

もれなく検索
できた？幅広く情報を集める場合

学習研究
情報源は
信頼できる？

環境問題
について
調べよう

どんな文献が
ある？

使ったら
「参考文献」

書かれている
ことは
正しい？

先行文献

として明記
正しい？

Critical
Thinking欲しい文献が明確な場合

文献は
どこにあるか？

3

Thinking欲しい文献が明確な場合

参考：三重大学国内文献検索講習会（平成19年度）教材



お茶大図書館は
みなさんのホームライブリー

• 授業に即した文献が揃っています。
– 本だけでなく 学術雑誌も充実本だけでなく、学術雑誌も充実

– Eブック、電子ジャーナル、データベース
– 情報探索の窓口情報探索の窓

• お茶大になくても、図書館ネットワークでお茶大になくても、図書館ネットワ クで

国内＆海外にある文献も手に入ります。
– 申し込みはレファレンスカウンター申し込みはレファレンスカウンタ

• スタッフはサポ タ
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• スタッフはサポーター



探す文献によって使うツールも違う探す文献によって使うツールも違う

どんな図書がどこにあるか

どんな雑誌がどこにあるか

図書館の蔵書目録
出版社・書店のサイト

どんな雑誌がどこにあるか

どんな雑誌論文 記事があるか
文献情報データベース

どんな雑誌論文・記事があるか
文献情報デ タ ス
索引誌・抄録誌

どんな新聞記事があるか
新聞記事索引
新聞社のサイト

その他の資料や情報は？
専門ツール
サーチエンジン
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参考：東北大学生のための情報探索の基礎知識 基本編 2009



図書館HPにアクセス！ www.lib.ocha.ac.jp

図書館からの
お知らせ

お茶大で使える
論文や情報探しの
入口

お知らせ

オンラインサービス
借りている本の確認や借りている本の確認や
延長、購入希望図書の
申込みなどができます。
※ID,パスワードは
お茶大アカウントお茶大アカウント

図書館の使いこな
し方やデータベー
スの利用法

携帯電話から
所蔵検索が出来る
QRコード

文献探しをする
ときにはここも！

学外図書館利用
に必要な手続きは
こちらから

電子化されたお茶
大資料や研究成果
を発信 しています
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便利な文献管理
ツールもあります



文献リストを読み解く文献リストを読み解く

参考文献リストの例

1) 石弘之．『地球環境「危機」報告 : いまここまできた崩壊の現実』．
東京，有斐閣，2008，p.255-295.東京，有斐閣，2008，p.255 295.

2) 只木良也．『森と人間の文化史』．新版．東京，日本放送出版協会，
2010 2352010，235p．

3) 阿部健一．生物多様性という関係価値(特集生物多様性はなぜ大切) 部健 物多様 う関係価 (特集 物多様
か)．「科学」．2010， vol.80， no.10，p.1032-1036．

4) 環境省 大気汚染に係る環境基準4) 環境省．大気汚染に係る環境基準．
<http://www.env.go.jp/kijun/taiki.html>，（参照2012-5-31）．
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文献情報の書きかた① 図書文献情報の書きかた① 図書

著者名 書名 版表示 出版地 出版社 出版年 総ページ数著者名. 書名. 版表示． 出版地, 出版社, 出版年, 総ページ数

2）只木良也 『森と人間の文化史』 新版2）只木良也． 『森と人間の文化史』. 新版．

著者名 書名 版表示

東京 日本放送出版協会 2010 23

著者名 書名 版表示

東京， 日本放送出版協会， 2010， 235p．

出版社 出版年 総ページ数
出版地

8★Point 図書の場合は「出版社」の記載があります



文献情報の書きかた②
雑誌

著者名. 論文タイトル. 雑誌名． 出版年, 掲載巻号, 掲載ページ．

3） 阿部健一． 生物多様性という関係価値(特集生物多様性は

なぜ大切か) 「科学」 2010 vol 80 no 10 p 1032 1036

著者名 論文タイトル

なぜ大切か)．「科学」． 2010， vol.80, no.10， p.1032-1036．

雑誌名 出版年 掲載巻号 掲載ページ出版年
（太字のことも）

★Point 雑誌の場合は「論文タイトル」のほかに

9

★ 雑誌 場合は 論文タイト 」 ほ

「雑誌名」と「（掲載）巻号」の記載があります



文献情報の書きかた③
ウェブサイト

著者名. ウェブページの題名. サイト名． URL, 参照日付．

4) 環境省． 大気汚染に係る環境基準．

著者名 ウェブページの題名

＜http://www.env.go.jp/kijun/taiki.html>，（参照2012-6-1）．

URL 参照日付
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文献リストの資料をお茶大で探す
①図書

わかる と

→ 図書館の蔵書目録 OPAC を使います
OPACでわかること

・資料のある場所

（附属図書館+研究室）

・資料の詳しい情報

・貸出状況 （予約）

OPACボタンを
クリック！
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OPACで検索してみよう（図書）

石弘之．地球環境「危機」報告 : いまここまできた崩壊の現実
東京，有斐閣，2008，p.255-295.

【簡易検索画面】
ほとんどの場合、カッ
コがなくても検索でき

ます

資料区分：
「全資料」になっていると、
図書、雑誌、視聴覚資料等、
すべての資料を検索できます

*検索例*

すべての資料を検索できます

①「タイトル」または「フリーワード」に

地球環境「危機」報告 または

HIT ！
地球環境危機報告 と入力

②地球環境* と入力

③地球 環境 危機

フリーワード、タイトル、著者名、出版社：
文字を入力。分かる範囲でOK
＊をつけると検索範囲が広がります ③地球 環境 危機

④「著者名」に石 弘之 と入力

※著者名は姓・名の間にスペースを入れたほうがよい。たくさんヒットしす
ぎたらキーワードを

をつけると検索範囲が広がります
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ぎたらキーワードを
追加して絞込み検索



検索結果（図書）の見かた

書誌情報＝書名、著者、所蔵情報＝本の住所

出版社などの情報お茶大のどこに、どんな順番で並んで
いるかが分かります。

所在：地名 請求記号：番地

●研究室では各学科、研究室で専門の図書、雑誌を収集。
●OPAC検索結果から場所や開室時間を確認できます。
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●OPAC検索結果から場所や開室時間を確認できます。
●利用方法は各図書室で異なるので、助手さんにお尋ねください。



検索語の入れかたいろいろ

①単語をスペースで区切って入力する（できるだけ短い単語で）＝AND検索

→ 2つの単語が含まれるタイトルを持つ資料を広く検索

例） 環境 問題

②単語を分かるところまで入れて＊（アスタリスク）＝前方一致、後方一致検索

→熟語検索や語形変化の検索が行えます。
例） ＊環境問題＊ → 環境問題 を含むものがヒット

plastic＊ → plastics や plastically などもヒット

③フルタイトルに、タイトルを正確に入力

→ その本があるかどうかをピンポイントで検索

検索のコツを
覚えてね♪

例） Nature

特に単語の少ない洋書の場合、とても有用です！

14※著者、出版社なども同じように検索できます。



お茶大になかったときにはお茶大になかったときには…

あきらめずに W b tをあきらめずに、Webcatを
チェックしましょう！

他大学図書館の所在を確認できる他 書館 所在を確認

Webcat を検索します。

お茶大にない資料は、

・必要な部分のコピー取寄せ

・本1冊の取寄せ

所蔵館名は略称表記。
お茶大は「茶女大」

・訪問利用

で利用できます。→後ほどご紹介
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文献リストの資料をお茶大で探す②雑誌文献リストの資料をお茶大で探す②雑誌
阿部健一．生物多様性という関係価値(特集生物多様性はなぜ
大切か 「科学大切か)．「科学」．2010， vol.80， no.10，p.1032-1036．

紙の雑誌：図書と同様、OPAC

電子ジャ ナル 電子ジャ ナルリスト

雑誌検索のポイント

電子ジャーナル：電子ジャーナルリスト

雑誌検索のポイント

・雑誌名で探します。
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（論文名や論文著者名、掲載巻号では検索できません）



検索結果（雑誌）の見かた

書誌情報書誌情報：
タイトル、出版社、
いつから始まったかなど、
この雑誌の詳しい情報この雑誌の詳しい情報

●図書館書庫2、1Aは、カウンターで学生証と書庫入室証を交換して
入室してください。

所蔵情報：

●閉館10分前まで入室できます。
●雑誌名のＡＢＣ順に並んでいます。

所蔵情報：
どこで、何巻を持っているか。
※雑誌は所蔵巻号が重要！
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紀要（大学発行の学術雑誌）の探しかた

資料区分：
「雑誌」を選択

著者名：発行している「大学名」を入力大
学名に「＊」をつけるとさまざまな学名に「＊」をつけるとさまざまな
学科で発行されている紀要も、
もれなく検索できる。

●大学が刊行している雑誌（大学紀要）や、その他の学術雑誌のバックナンバーは書庫1～2
●大学紀要は大学名のアルファベット順に並んでいます。
●カウンタ で学生証と書庫入室カ ドを交換してからご利用ください
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●カウンターで学生証と書庫入室カードを交換してからご利用ください。
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電子ジャーナルを探す

電子ジャーナルリストから検索！ 図書館ＨＰにある左記
ボタンからアクセス！

タイトルの一部やISSNから検索。

＊をつければ語句の部分一致検索ができます
例）child＊ → child も children も検索

出版社/提供社名が
電子ジャーナルサイトへのリンクです。
収録年のチェックを忘れずに！

出版社、提供会社別に探したいときは
こちらから。



幅広く資料を検索したいとき幅広く資料を検索したいとき
Webcat Plusで連想検索

見つけた本が

どこの大学図書館に
あるかもあるかも
わかります！

• 連想検索

• 一致検索

• 書棚

などの機能も便利！

20http://webcatplus.nii.ac.jp/



大学図書館以外にも・・・

・国立国会図書館 ・公共図書館

・納本制度によって収集された国内の
図書、雑誌のほか、古典籍資料やテク
カ ポ ト 博士学位論文など

・文芸書や実用書、郷土史が充実。

・住んでいる地域、通学地の文京区、豊
島区などは 利用者カ ドが作れますニカルレポート、博士学位論文など。

・来館利用のほか、お茶大図書館を通じ
貸出（お茶大図書館内 閲覧）

島区などは、利用者カードが作れます。

・蔵書検索は個々の図書館のOPACを使
います。

て貸出（お茶大図書館内での閲覧）、コ
ピーの取寄せもできます。

・便利なサイト「東京都公立図書館横断
検索」もあります。
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お茶大になかったら…
4つの方法があります！4つの方法があります！

文献のコピーを取り寄せる（文献複写取り寄せ）

お茶大には所蔵がない雑誌や図書に収録されている論文のコピーを
所蔵機関から取り寄せることができます。

コピーや図書の取り寄
せは、オンラインサービ
スからも申し込めます。所蔵機関から取り寄せる とができます。

海外 （北米、British Library、韓国）からも取り寄せできます！
※学部・院生は無料！
※速達の場合や一部機関からの取り寄せは有料になります。
取り寄せまでには、通常1週間かかるのでお申込みはお早めに！

※要事前申請
※学部４年生、院生、

研究生、科目等履修生、
教職員のみ取り寄 ま は、通常 週間 る お申込みはお早め

図書を取り寄せる（相互貸借）

お茶大には所蔵がない図書を、ほかの所蔵機関から借りることができます。
★貸出期間は、機関により異なります。
※返送料のみご負担いただきます。

※料金は図書の大きさ・重さによります。

所蔵大学図書館を訪問利用する

跡見学園女子大学・日本女子大学へは、
学生証だけで閲覧・複写が出来ます♪
両校の所蔵検索へのリンクは
お茶大図書館HP（相互利用協定校）にあります。

所蔵大学図書館を訪問利用する

所蔵している大学図書館を訪問し、閲覧・複写をすることができます。
訪問利用を受け付ける大学の多くは、お茶大図書館が発行する『紹介状』を要します。
行きたい図書館が決まったら 訪問希望2日前までに『所蔵調査申込書』を

お茶大図書館HP（相互利用協定校）にあります。
所蔵を確認して行きましょう

行きたい図書館が決まったら、訪問希望2日前までに『所蔵調査申込書』を
レファレンスカウンターへ直接、またはEメールかFAXで提出してください。

申込窓口：レファレンスカウンタ
図書購入希望を出す

申込窓口：レファレンスカウンター
月-金
9：00-12：00 13：00-17：00

図書館に置いてほしい図書のリクエストができます。
至急のときには、図書取り寄せが便利ですが、
ずっと利用したいときにはこちらもご利用ください。
オンラインサービスからも申し込めます。



<チャート式>基本編のまとめ

論文探索編 新聞記事探索編

テーマの
概要把握
（事前調査）

関連する文献を探す

（図書・雑誌・新聞記事）
文献入手 レポート作成

入門書

お茶大で文献リストを読み解く
スライド：7

レポートを書く際
使用した文献は、

「参考文献」として

図書館を使っ

他大学から
コピーの取寄せ
図書の取寄せ
訪問利用

入門書
百科事典
ハンドブック
各種事典類

お茶大にあるか調べる
OPAC
電子ジャーナルリスト

「参考文献」として
明記する

図書館を使っ
て必要な文献

を
効率よく

訪問利用
スライド：23インターネット

国立国会図書館
所蔵している大学を探す

電子ジャ ナルリスト
スライド：11～20

手に入れよう国立国会図書館
公共図書館

国立国会図（NDL OPAC）

Webcat、WebcatPlus
スライド：スライド16,21百科事典

活用編
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国立国会図（NDL‐OPAC）
公共図書館（東京都公立図書館横断検索）
スライド：22


