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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

学習研究に
使ったら

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」
として明記

書かれている
ことは
正しい？

先行文献

正しい？

Critical
Thinking効率よく入手する場合

文献は
どこにあるか？
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Thinking効率よく入手する場合

参考：三重大学国内文献検索講習会（平成19年度）教材



国内で発行された雑誌論文を
調べるなら

学協会刊行物・大学研究紀要・国立国会図書館の雑誌記事索
引データベースなど、学術論文情報を検索の対象とする論文
データベース。

・キーワード、論文タイトル、著者、雑誌名から論文を検索できます。

・約1,500万の学術論文情報を24時間いつでも検索できます。お茶大の契約は
「機関定額制

国内で発行されている科学技術系の雑誌論文や、学会予稿集・

・約4分の1にあたる370万の論文について、本文にアクセスできます。「機関定額制」

（検索は無料。本文無
料のもの多数あり）

国内で発行されている科学技術系の雑誌論文や、学会予稿集
要旨集が掲載されている論文データベース。

・全収録誌数：1,642誌全収録記事数：2,361,259記事

ジ ナ 1 512誌(2 114 074記事) 予稿集等130誌ジャーナル1,512誌(2,114,074記事)、 予稿集等130誌

(2012/06/05時点)が掲載されています。

・査読を受けた論文が多数含まれています。無料一般公開
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査読を受けた論文が多数含まれています。



環境問題についてのレポートを書くことに
なったおかめちゃん

環境問題って

できるだけ新しい情報
がほしいな…

環境問題って、
幅広すぎるかな？

地球温暖化はどうだ
ろう？ろう？

環境の影響は、
人間だけでなく、
植物にもありそう。植物にもありそう。

「地球温暖化と植物の関係」に関する
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できるだけ新しい論文を探してみよう！



図書館HPからCiNiiへ図書館HPからCiNii
「データベース・電子リソース一覧」
からお茶大で契約している

デ タベ やおすすめサイ などデータベースやおすすめサイトなど、
みなさんの研究・論文作成に役立つ
情報入手ツールを紹介しています

5
5

J-STAGE



CiNii検索画面CiNii検索画面

シンプルな検索ボックスにシンプルな検索ボックスに
キーワードを入れて検索

本文のあるもののみを
探したい時にはここに
チェック

著者名や雑誌名等を指定したい

チェック

著者名や雑誌名等を指定したい
ときには「詳細検索」をクリック

「CiNii本文収録刊行物ディレクトリ」から、
雑誌タイトルから巻号、出版年、目次を
たどることができます

検索方法がわからなくなったら
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検索方法がわからなくなったら、
ヘルプを参照



CiNii キーワード検索

論文名、著者名、著者所属、
刊行物名、ISSN、巻、号、

「地球温暖化と植物の
関係」についての論文
を探したいな ページ、出版社、抄録、論

文キーワード から検索

を探したいな…

地球温暖化

2つ以上の単語をスペースで区切って入

地球温暖化 植物

力→ＡＮＤ検索
キーワードを追加して絞り込
んだり、キーワードを変更して
いろんな論文を探してみよう地球温暖化 植物 いろんな論文を探してみよう

2つの単語の間に大文字でＯＲを入れる
（ ） くくる

地球温暖化 （生物 OR 植物）

→ＯＲ検索（どちらかのキーワードが入っているもの） （ ）でくくる。
→（ ）内の検索を優先させる。
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地球温暖化 （生物 植物）



CiNii検索結果 一覧画面

ヒット件数と

CiNii検索結果 覧画面

ヒット件数と
表示件数

表示順の変更

論題をクリックすると詳細画面へ論題をクリックすると詳細画面へ

検索 ドが黄色 イライトされ る検索ワードが黄色でハイライトされている

試験公開中のため、まだ不完全です…試験公開中のため、まだ不完全です…
お茶大で利用できる電子ジャーナルが
ヒット
入手不可→ILL依頼へ 紹介状申請へ
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全文が読める



CiNii検索結果 詳細画面CiNii検索結果 詳細画面

著者の “CiNii論文PDF-定額アクセス可能” ”CiNii PDF -オープンアクセ著者の
他の論文へ

論文 定額アク 可能 オ ンアク
ス“ → 全文を入手できます!
“CiNii PDF”” → 全文が読める可能性あり!                                   

などは外部リンクで全文が読めます

→全文が読める可能性あり!

→所蔵大学を探す

収録雑誌タイトル、巻号、ページ、出版者、出版年

参考文献、引用文献へ

★学外取り寄せに必要な情報
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CiNii検索結果 詳細画面CiNii検索結果 詳細画面

「キーワード」付きの
論文の場合は、論文の場合は、

同じキーワードを
持つ論文を探せる

収録雑誌タイトル
巻、号
ページ

NII書ID,ISSN
などの情報
はこちら

文献管理
ツールで
データを
使う

被引用文献、

参考文献リスト
が掲載されてい
る場合も

使う
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る場合も。



CiNii Booksで所蔵大学を探すCiNii Booksで所蔵大学を探す
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学外からのアクセス方法学外 ら アク 方法
お茶大はCiNiiの「定額制機関」に加入しています。そのため、お茶大の学生のみ
なさんは、サイトライセンス個人IDを取得することで、定額許諾された論文本文を、
自宅や外出先のパソコンからでも自由に利用できるようになります

①お茶大内のパソコンからCiNiiのWebサイ
トにアクセス 右上の新規登録をクリック

自宅や外出先のパソコンからでも自由に利用できるようになります。

【サイトライセンス個人IDの取得方法】
トにアクセス。右上の新規登録をクリック

②ステップに沿って利用申請を行う。メール
アドレスやクレジットカードなどの個人情報アドレスやクレジットカ ドなどの個人情報
を入力

③登録したメールアドレスにメールが返信さ
れてきたら 登録が完了！れてきたら、登録が完了！

※年度末に更新の手続きが必要です

そのほか、お茶大内と同じ条件で論文を読む
方法として、「お茶大プロキシサーバー経由に
よる利用」があります。
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※詳細は、リーフレットをご参照ください。

※すべての論文が見られるわけではありません。



JAIRO
(ジャイロ J I tit ti l R it i O li )(ジャイロ：Japanese Institutional Repositories Online)
日本の学術機関リポジトリでWeb公開されている学術情報（雑誌論文、学位論文、研究紀要、研究
報告書、会議発表用資料、プレプリント、図書等）が収録されています。抄録や本文へのリンクがあ
るものが多数含まれていまするものが多数含まれています。
CiNiiでは検索できない資料も多数あります。

お茶大のリポジトリは
TeaPotの愛称で
呼ばれています!呼ばれています!
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GeNiiでは、CiNii、Webcat Plus、JAIRO
KAKEN、NII-DBRをまとめて検索できます。

検索語を入力
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図書館HPからJ-STAGEへ図書館 ら

簡易検索は

詳細検索画面へ

雑誌名、発行機関名、分野
の一覧リストから
雑誌を探す。

簡易検索は
こちらから
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J STAGEの詳細検索画面J-STAGEの詳細検索画面

My-J-STAGE
お気に入りの雑誌や論文を
登録したり、ジャーナルに
新規に登録された記事等

の情報をメールでお知らせ
する「資料アラート」のサー
ビスがありますビスがあります。
「新規登録」より登録します。

発行年は、開始年、終了年
のどちらか片方だけの実習

キ ワ ドに「地球温暖化」
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入力でもOK査読のあるものだけ

選択可！

キーワードに「地球温暖化」
を含む文献を検索。



J-STAGEの検索結果検索結果一覧

PDFへのリンク

クリックすると、
抄録が読める。

M JSTAGEで利用My-JSTAGEで利用
お気に入りに登録
引用アラート
URLのコピー

文献管理ツール（RefWorks,

絞込みができる。

資料名、分野、

EndnoteWebなど）への書き出し
ほか

検索結果詳細

著者、発行年等。

引用文献は、海外の
電子ジャーナルへも
リンクされているなど
引用文献の情報も充

17

引用文献の情報も充
実。



掲載誌がわかっているときは
■冊子のジャーナルを探す→「OPAC」

■電子ジャーナルを探す→「電子ジャーナルリスト」

タイトルの一部やISSNから検索。

＊をつければ語句の部分 致検索ができます＊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！

18出版社、提供会社別に探したいときはこちらから。



お茶大になかったら…
本文入手の可能性のある情報源を

献 ピ を 寄 （ 献複 寄 ）

Google Scholarなどを検索してみよう
大学サイトなどで本文を無料公開してるケースもあります。

本文入手の可能性のある情報源を

「お茶の水女子大学学術情報LINK」で
確認できます

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。
海外 （北米 British Library 韓国）からも取り寄せできます！

コピーの取り寄せは、

オンラインサービスから
も申し込めます。

※要事前申請海外 （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

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。

跡見学園女子大学・
日本女子大学へは、
学生証だけで訪問できます♪
両校の所蔵検索 のリンクは訪問利用を受け付ける大学の多くは、お茶大図書館からの『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
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。

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。
所蔵を確認して行きましょう。

申し込みやご相談は レファレンスカウンターへ
月-金 9：00-12：00 13：00-17：00
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検索のしかたなどの相談もお気軽にどうぞ！
オンラインサービス（ASKサービス）からの質問もお待ちしています



<チャート式>国内論文探索編のまとめ

入手する参考文献、先行研究を探すテーマの決定 レポート
作成

データベース・データベース・

電子ファイル

国内論
文コース

基本編

デ タ ス
電子リソース一覧
デ タ ス
電子リソース一覧

出版社サイト

電子ジャーナルリスト
雑誌名で検索

RefWorks

国内論文

文コ ス

百科事
典活用
編

本
検索エンジン

Google Scholar 
論文名で検索

CiNii 「参考文献」
を
明記

キーワードを
調べる

論文
雑誌（冊子体）

基本
編

海外論

編

J-STAGE
明記

お茶大にあるかを

調べる（OPAC）
雑誌名で検索海外論文

海外論
文コース

新聞記事
探索編 SCOPUS

各種お申込
や

相談はお気
軽にレファレ

カウ

他大学に
あるか調べる

（WebCAT）
雑誌名で検索

文献の取寄せ

訪問利用

新聞記事

探索編

EBSCOhost
・社会科学
・人文科学

・自然科学 ンスカウン
ターへ
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雑誌名で検索 訪問利用人文科学


