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0. 資料を利用するにあたって注意すること

① 必ず複数の資料に目を通す。

② まず本学図書館を利用する。OPACで検索する。（ｐ.3,4）

1. 情報の流れ

① 新聞記事＆インターネット

↓

② 雑誌論文

↓

③ 図書

2. インターネットの特性

3. 図書の特性

4. 基本情報として役立つ情報源

① 子ども向けの百科事典 → 1階 参考図書

② 入門書 → 2階 新書

③ 教科書 → 蔵書検索のブックリスト

④ 現代用語の基礎知識 → 1階 参考図書・データベースJapanknowledge

5. インターネットを使ってアクセスしてみる

① 図書館ホームページ　データベース（ｐ.5）

6. インターネットの欠落部分を埋めるには

① 明治・大正・昭和ニュース事典

7. 他機関の図書館の資料を利用する

① 資料を取り寄せる（P.7）

② 他の図書館に行ってみる（P.8）
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DVD　「情報の達人　第3巻　レポート・論文を書こう！」より

① 話題（トピック）を選ぶ

② 問題を設定（提起）する

③ 主張（仮説）を組み立てる

① 全体像を把握する（入門書・概説書・教科書を読む）

② 基本概念（用語）を理解する

③ 関連用語を調べる

④ 図書館に行き、自分の分野の棚を眺めてみる

① 序論・・・研究の背景・動機、目的、方法

② 本論・・・調査の経過・結果、分析、考察

③ 結論・・・主張、残された課題、今後の展望

① 主題調査・・・テーマに関連する文献を探す

図書・雑誌・新聞・インターネットなど

② 所蔵調査・・・どこにあるか探す

① 本学図書館を探す

② 他の図書館を探す

① 読解しながら、文献の内容を整理・分析する

情報カード・ノート・パソコンなどにメモする

② 出典の記録をとる

図書・・・（書名・著者名・出版社・出版年）

雑誌・・・（誌名・論文名・著者名・巻号・出版年月・ページ）

インターネット・・・（作成者・タイトル・アドレス・最終確認日）

① 仮アウトラインの見直し・再構成

② 目次・あらすじの作成

③ 序論・本論・結論の再構成

「本文の引用箇所に注をつけ、巻末に書誌事項を挙げる」、もしくは「巻末に参考文献リストをつける」

1.テーマの選択

2.事前調査

3.仮アウトラインの作成

4.関連文献の調査

5.文献の入手

6.文献の読解と整理

7.最終アウトラインの作成

8.執筆・校正

9.出典の表示

10.仕上げ

P.9 「論文・レポートに役立つ参考文献一覧」

P.3 「図書館での資料の探し方（1） 図書・論文・新聞」
P.4 「図書館での資料の探し方（2） 雑誌」

P.5 「図書館ホームページ データベースについて」
P.6 「資料のある図書館を探す」

P.7 「資料を取り寄せる」
P.8 「他の図書館に行ってみる」
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図書館での資料の探し方(1) 図書・論文・新聞

p.4

p.7

Webcat Plus P.5 Webcat Plus p.6

p.8

p.5 p.4

CiNii　Articles

メディカルオンライン p.7
国立国会図書館OPAC

SPORTDiscus

Pubmed(Medline)

p.6

p.8

P.5

ある蔵書検索機で探す
（OPAC）

図書

配架場所
請求記号を確認

書架へ

資料のある図書館を
探す

資料を取り寄せる

他の図書館に行ってみる

ない

あるインターネット
データベースを使う

論文

館内蔵書検索機
（OPAC）で調べる

資料のある図書館を
探す

資料を取り寄せる

他の図書館に行ってみる

ない

配架場所を確認

地下書庫D

* 新しいものは
1階 雑誌コーナー
1階 紀要コーナー

縮刷版を見る
新聞

配架場所を確認

地下書庫
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1階 朝日新聞縮刷版

インターネット
データベースを使う

朝日新聞 聞蔵Ⅱ

ビジュアル
で検索

ヨミダス歴史館
で検索

あるインターネット
データベースを使う

ELNET
で検索
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図書館での資料の探し方(2) 雑誌

1） 論題名：前十字靭帯損傷からの復帰と予防

2） 著者名：

3） 雑誌名：　Training journal 　月刊トレーニング・ジャーナル  

4） 発行者：　ブックハウス・エイチディ 

5） 巻号：　 29(10) (通号 336)

6） 年月次： 2007.10 

7） 頁：　11～32

8） ISSN:　0388-192X  

見たい論文が載っている雑誌が図書館にあるか調べてみましょう｡

OPAC（館内蔵書検索機）で検索します。

OPAC （館内蔵書検索機）の検索

月刊トレーニングジャーナルの2007年10月号が
図書館にあるか探してみましょう。

②

④

③

* 雑誌や学会誌・紀要は発行数年間は図書館1階に

あります。発行数年間を過ぎたバックナンバーは

製本雑誌として地下書庫に保管しています。

雑誌によっては保管しないものもあります。

トレーニングジャーナル

2007年10月

29巻10号 (通号 336)
「地下書庫D」に保管されています

図書館以外の場所から利用する場合は、東京女子体育大学のHPからアクセスできます。

①
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図書館ホームページ　データベースについて

図書館・パソコン室・研究室からのみアクセス可能

自宅など、どこからでもアクセス可能

図書館のホームページで、調べものに役立つサイトやデータベースを紹介しています｡
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資料のある図書館を探す
ＵＲＬ http://webcatplus.nii.ac.jp/

結果の見方

3巻7号～12号、4巻～7巻、8巻1号～9号、9巻～34巻を所蔵（以降、原則として所蔵中）

*　1.2巻は欠号（所蔵なし） （　+　のマークは継続受入中の意味）

読みたい資料が他の図書館にあるか調べてみましょう｡

①「一致検索」で「雑誌名」を入力、「検索する」をクリック

*「東女体大」とあるものは、本学図書館に保管してあります。
今年度のものは1階「雑誌コーナー」「紀要コーナー」に、過去のものは「地下書庫」に
保管してあります。分からない場合はカウンターまで。

* 図書館にない場合は、他の大学へ依頼することもできます。
来館利用、または文献複写（コピーの郵送）の申込みができます。

② 結果表示から、「雑誌名」をクリック

Webcat Plus （国立情報学研究所（NII）のデータベース）の検索

「図書館HP」→「データベース」→Webcat Plus

③ 「CiNii Books」で表示をクリック

雑誌の詳細情報が表示されま
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資料を取り寄せる
*　有料です

本学図書館にない資料の場合は国会図書館や他大学図書館に依頼して資料のコピーを取り寄せることができます。

複写料金と送料の実費をお支払いしていただきます。資料の枚数や依頼先により、異なります。

① 利用したい資料の詳細を調べる　（P.3・4　「図書館での資料の探し方」）

1）誌名

2）巻号

3）年

4）頁

5）著者

6）論題名

② どの図書館へ依頼するか調べる

◆「国立国会図書館OPAC」で調べる　（P.5　「データベース」）

◆「Webcat Plus」で調べる　（P.5　「データベース」)

③ 図書館カウンターへ申し込み

*　依頼先により、金額が異なります

例）白黒「A4」10枚の場合

国立国会図書館

一枚あたり25.9円×10+事務発送手数料162円+送料220円=641円（小数点以下切捨て）

A大学図書館

一枚あたり50円×10+送料220円=720円（小数点以下切捨て）

*各大学ごとに料金設定が異なります。

*料金等は「図書館相互協力便覧」で調べられます。カウンターまで。

*国公立大学は原則として前納（支払い後に複写物が届く）ため、２～３週間かかります。

④ 図書館から所蔵館へ依頼

⑤ 複写物・請求書　図書館着　

⑥ メールにて連絡

⑦ 料金・支払方法等説明

⑧ 支払(原則として支払い手続きは申込者本人にお願いしています。)　

⑨ 領収書・支払い控提出（郵便振込・銀行振込・現金書留の場合）　→　カウンターまで　

⑩ 複写物引渡
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他の図書館に行ってみる
*　交通費・訪問先でのコピー代が必要です

他大学の図書館などを利用する場合は、必ず事前にこちらの図書館から連絡することが決められています。

確認でき次第、紹介状を発行します。紹介状をもった人だけが他大学図書館を利用することができます。

国立国会図書館・公共図書館は紹介状の必要はありません。

事前に決めておくこと

① 利用したい資料を調べる（P.3・4　「図書館での資料の探し方」）

② どの図書館へ見に行きたいか　「Webcat Plus」で調べる　　 （P.5　「データベース」)

③ 来館希望日時をきめる

決まったら、図書館カウンターへ申し込み　→　紹介状を発行します

① 来館希望先に電話で以下のことを問い合わせします

1） 希望資料が利用できるかどうか

2） 希望日時に開館しているかどうか

3） 利用に必要なものがあるかどうか

4） コピーは可能かどうか？

5） 利用可能な時間帯

6） 受付などの利用手続きは何時までか

② 利用できることが確認できたら、

紹介状を発行します

*　翌日発行が原則ですが、

　　なるべく早めに申し込みしてください。

利用当日には

① 必要なもの

1） 紹介状

2） 学生証

3） コピーのための小銭

*　両替機等が図書館から離れている場合があります。

100円・10円を多めにもっていくとよいでしょう。

② 図書館にはいったら

1） まず図書館カウンターに行き、紹介状の封筒を渡して、「学外利用をお願いします」といいます。

2） 同時に、身分証の提示を求められます。→学生証を出しましょう。

！予定していた日時にいけなくなった場合は！

必ず図書館まで連絡してください。

相手の図書館では、皆さんがくることを予定して、様々な準備をして待っています。

行けなくなった場合、変更したい場合はこちらの図書館から連絡しますので、必ず連絡して下さい｡

平成 年 月 日

殿

東京女子体育大学附属図書館

館 長 阿江 美恵子

図書館資料の利用について（依頼）

このたび、 下記の者が貴館資料の利用を希望しておりますので、御多忙中

まことに恐縮ですが、御便宜をお取計らい下さいますようお願い申し上げます。

記

氏 名

所 属 教員 ・ 職員 ・ 大学 ・ 短大

学部 学科 年

住 所

電 話

利用資料

所在確認 □ 電話・FAXにて確認 □ 学術雑誌総合目録

典拠資料 □ その他（ ）

利用希望 平成 年 月 日 から

期 間 平成 年 月 日 まで

担当（ ）

TEL  042-572-4131(内線 )

[紹介状]
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論文・レポートに役立つ参考文献一覧

※　下記の図書は2階「論文コーナー」にすべて置いてあります。

No.  請求記号                        書      名      著 者  名  出 版 者 出版年月日

1 002-D 大学生のための研究ハンドブック
ノートルダム清心
女子大学人間生
活学科編

大学教育出版 2011/04

2 002-N 大学1年生からの研究の始めかた 西山敏樹著
慶応義塾大学
出版会

2016/09

3 002-Y 大学生のためのリサーチリテラシー入門 山田剛史 ミネルヴァ書房 2012/05

4 007-I 資料検索入門 市古みどり編著 慶應義塾大学出版会 2011/08

5 007-I-'13 インターネットで文献探索 2016年版 伊藤民雄著 日本図書館協会 2016/05

6 007-O 大学生のためのレポート・論文術 小笠原喜康著 講談社 2013/05

7 015-M 文献調査法 毛利和弘著 毛利和弘 2011/10

8 015-T
図書館徹底活用術  ネットではできない!信頼される
「調べる力」が身につく

寺尾隆監修 洋泉社 2017/02

9 140-M 学術論文の読み方・まとめ方 三井宏隆著 慶應義塾大学出版会 2014/05

10 307-K 社会科学系のための「優秀論文」作成術 川崎剛著 勁草書房 2008/07

11 407-F 科学技術文を書くための基礎知識 深尾百合子著 アグネ技術センター 2010/04

12 407-N 理系のための「即効!」卒業論文術 中田亨著 講談社 2013/03

13 490-I 図解PubMedの使い方 岩下愛 日本医学図書館協会 2010/01

14 490-T 医療系研究論文の読み方・まとめ方 対馬栄輝著 東京図書 2013/11

15 780.7-D
健康・スポーツ科学のための卒業論文/修士論文の書
き方

出村愼一 山次俊介著杏林書院 2015/6

16 780.7-T 体育・スポーツ系学生のための日本語表現法 吉田重和著 東信堂 2016/11

17 816-B 大学生のための文章表現練習帳 坂東実子著 国書刊行会 2016/02

18 816-D 大学生のための文章表現ワークブック 冨永敦子編著 専修大学出版局 2013/03

19 816-D
大学生の文章術 レポート・論文の書き方 大学生活+2
(ジュウジツ) 選書

旺文社編 旺文社 2015/04

20 816-G 学生のレポート・論文作成トレーニング
桑田てるみ編,
執筆

実教出版 2014/04

21 816-H 論文の書き方マニュアル 花井等 有斐閣 2013/09

22 816-I
ゼロからわかる大学生のためのレポート・論文
の書き方

石井一成著 ナツメ社 2014/10

23 816-I 思考を鍛えるレポート・論文作成法 井下千以子著 慶應義塾大学出版会 2011/05

24 816-R
レポート・論文をさらによくする「書き直し」ガイド 大学
生・大学院生のための自己点検法29

佐渡島紗織 坂本麻裕子 大野真澄編著大修館書店 2015/12

25 816-S よくわかる卒論の書き方 白井利明 ミネルヴァ書房 2013/02

26 816-S 論文ゼミナール 佐々木健一著 東京大学出版会 2013/02

27 816-T
学生・院生のためのレポート・論文の作成
マニュアル

滝川好夫著 税務経理協会 2014/08

28 816-T
卒業論文・修士論文作成の要点整理実践
マニュアル

滝川好夫著 税務経理協会 2011/11

29 816-W 「文化系」学生のレポート・卒論術 渡辺潤 青弓社 2014/03

30 816-W わかる!レポートのまとめかた 高梨美穂[ほか]著 おうふう 2013/04

31 816-Y コピペと言われないレポートの書き方教室 山口裕之著 新曜社 2014/03
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図書館館内図

2階

1階

地下1階


