
 レポートや論文作成に必要な「情報」は、その情報の種類によって収集方法が異なります。
ここでは、必要な情報を収集するための基本的な手順を紹介します。  

〇図書を探す、雑誌を探す  ⇒  〇文献複写、現物貸借サービスで取寄せる 
 
〇国内の論文を探す 
 
〇海外の論文を探す         
 
〇引用文献、参考文献の表示の見方 
 
〇レポート作成や論文の記述方法を探す    
 
〇新聞記事を探す 
 
〇政府関係資料、統計資料、法令や判例を探す 
 
〇資料の探し方が分からない、うまく検索できないとき ⇒ レファレンスサービスを利用する。 

  ※レファレンスサービスとは ･････ 図書館職員が、学習・研究をすすめるうえで必要な資料や情報を効率的に 
                    利用できるようにアドバイスします。お気軽にカウンターにご相談ください。  

http://www.iwate-pu.ac.jp/information/mediacenter/opacmanual.html


本学の蔵書検索システム
（OPAC）で検索する 

本学に所蔵あり 

「所在」と「請求記号」を確認し書棚へ 

「状況」が貸出中になっている場合は 

予約ができる（雑誌は予約できません） 

本学に所蔵なし 
岩手県内にある複数の図書館を 

一度に検索する 

必要な部分のみコピーをして取寄せる 

⇒文献複写サービスを利用する 

資料そのものを取り寄せる 

⇒現物貸借サービスを利用する 

OPAC画面検索例 

http://libipu.iwate-pu.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do?mode=comp
http://libipu.iwate-pu.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do?mode=comp
http://libipu.iwate-pu.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do?mode=comp
http://www.iwate-pu.ac.jp/information/mediacenter/opac-manual4.pdf
http://www.library.pref.iwate.jp/iliswing/network/page/We_kensaku/oudan_index.html
http://www.library.pref.iwate.jp/iliswing/network/page/We_kensaku/oudan_index.html
http://www.library.pref.iwate.jp/iliswing/network/page/We_kensaku/oudan_index.html
http://www.iwate-pu.ac.jp/information/mediacenter/opac-manual3.pdf
http://www.iwate-pu.ac.jp/information/mediacenter/opac-manual2.pdf


CiNii Articles （NII論文情報ナビゲータ） ： 利用方法 
日本の学術論文情報を検索の対象とする論文データベース・サービス。 
（提供：国立情報学研究所(NII)） 

J-STAGE「科学技術情報発信・流通総合システム」 ： 利用方法 
各学協会発行の学会誌、論文等を電子公開するシステム。学術雑誌のほか、 
予稿集・要旨集等が閲覧可能。（提供：科学技術振興機構） 

医中誌Web ： 利用方法 
国内発行の、医学・歯学・薬学・看護学及び関連分野の定期刊行物、のべ約6,000誌から収録 
した約1,000万件の論文情報が検索可能。（提供：医学中央雑誌刊行会） 

入手したい論文の情報 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

がはっきりしたら・・・・？ 
 

⇓ 
 

〇図書を探す、 
 雑誌を探すへ 

メディカルオンライン ： 利用方法 
医学会誌・学術専門誌を統合し、文献検索、アブストラクト閲覧、文献を全文提供する 
会員制の医学総合サイト。（提供：株式会社メテオ） 

・論文タイトル 
・著者名 
・掲載誌名 
・巻号 
・ページﾞ数など 

 
最新看護索引web ： 利用方法 
国内唯一の、看護分野に限定した、雑誌文献情報データベース。日本看護学会論文集 
（全10領域）について、第42回（平成23年度）以降は、無料で閲覧・ダウンロード可能。 
※第41回以前のものは、図書館に所蔵があります。（提供：日本看護協会） 
 

D1-Law.com第一法規法情報総合データベース ： 利用方法 
憲法から告示まで3万1千件余の法令、約22万件の判例とこれを理解するための要旨・解説情報、 
また、幅広い収録対象誌から収集した約64万5千件の文献情報等の法情報を登載。 
（提供：第一法規株式会社） 

http://ci.nii.ac.jp/
http://ci.nii.ac.jp/
http://ci.nii.ac.jp/
http://ci.nii.ac.jp/
http://ci.nii.ac.jp/
http://ci.nii.ac.jp/
http://ci.nii.ac.jp/
https://support.nii.ac.jp/ja/cia/manual_outline
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja/
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja/
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja/
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja/
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja/
https://www.jstage.jst.go.jp/pub/html/001_jp_menu_.html
https://www.jstage.jst.go.jp/pub/html/001_jp_menu_.html
http://search.jamas.or.jp/
http://search.jamas.or.jp/
http://www.jamas.or.jp/user/guide/index.html
http://www.jamas.or.jp/user/guide/index.html
http://www.medicalonline.jp/
http://www.iwate-pu.ac.jp/inside/library/datebase/MOLmanual_for_user.pdf
http://www.iwate-pu.ac.jp/inside/library/datebase/MOLmanual_for_user.pdf
https://kango-sakuin.nurse.or.jp/company/
https://kango-sakuin.nurse.or.jp/company/
https://kango-sakuin.nurse.or.jp/company/
https://kango-sakuin.nurse.or.jp/company/
http://www.iwate-pu.ac.jp/information/mediacenter/database-saishinkango.html
http://www.iwate-pu.ac.jp/information/mediacenter/database-saishinkango.html
https://mypage.d1-law.com/dh_p/
https://mypage.d1-law.com/dh_p/
https://mypage.d1-law.com/dh_p/
https://mypage.d1-law.com/dh_p/
https://mypage.d1-law.com/dh_p/
https://www.d1-law.com/service_info/manual_p.html
https://www.d1-law.com/service_info/manual_p.html


EBSCOhost ： 利用方法 
 
外国雑誌の論文検索ができるデータベース。 
分野別にデータベースが分かれているが、一括横断検索も可能。 
全文へのリンクが表示されていれば、全文を閲覧することが出来る。 
（EBSCO Publishing提供） 
 
〇Academic Search Elite（人文科学系） 
〇Health Source: Nursing/Academic Edition（健康・看護学） 
〇Psychology & Behavioral Sciences Collection（心理学・精神医学） 
〇CINAHL（看護学） 
〇ERIC（教育学） 
〇PsycINFO（心理学） 
〇Library, Information Science & Technology Abstracts 
 （書誌学、分類学、目録法、オンライン情報検索、情報管理、サーチエンジン、 
  冊子体  雑誌等の文献、研究報告など） 
〇PsycARTICLES（心理学） 
 

入手したい論文の情報 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

がはっきりしたら・・・・？ 
 

⇓ 
 

〇図書を探す、 
 雑誌を探すへ 

・論文タイトル 
・著者名 
・掲載誌名 
・巻号 
・ページﾞ数など 

http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&encid=22D731763C9635473796353632453E623813360323E330133003335338&ugt=723731263C9635373746355632153E5228E366D36313609360E323E338133503&IsAdminMobile=N
http://support.epnet.com/training/lang/ja/ja.php


新 聞 名 

 
 
 

原紙 
保存期間 

 
 
 

縮刷版 
（冊子体） 

 
 
 

縮刷版 
（CD-ROM ・ DVD-ROM） 

 
 
 

データベース 
※PCでキーワード 
検索ができます 

 
 
 

マイクロ 
フィルム 

全 
 
国 

 
紙 

朝日新聞 

3年 
保存 

○ × 〇（聞蔵Ⅱ） ○ 

読売新聞 ○ ○ × × 

毎日新聞 ○ × × × 

日本経済新聞 ○ × × × 

産経新聞、日経産業新聞、 
ジャパンタイムズ 

× × × × 

地 
方 
紙 

岩手日報 
縮刷版未 
発売分まで × ○ × ○ 

秋田魁新報、東奥日報 
河北新報、福島民報 

山形新聞、盛岡タイムズ 
岩手日日新聞、胆江日日新聞 
東海新報、復興釜石新聞 

1年 
保存 

× × × × 

海
外
紙 

ニューヨークタイムズ 
ルモンド、イズベスチャ 

人民日報（国内版・海外版） 

1年 
保存 

× × × × 

○：所蔵あり    ×：所蔵なし 
※東日本大震災（2011.3.11）当時の新聞は、一部保存しております。カウンターまでお尋ねください。 

http://www.iwate-pu.ac.jp/inside/library/datebase/kikuzouII.html
http://www.iwate-pu.ac.jp/inside/library/datebase/kikuzouII.html
http://www.iwate-pu.ac.jp/inside/library/datebase/kikuzouII.html


参考にした資料の各章末や巻末をみてみましょう。その資料が引用した
文献、参考にした文献が記載されています。これらを読み進めることで、
さらに知識を深めることができます。  

 

〇図書の表示例 
 
 ウヴェ・リヒタ. ヒトラーの長き影. 東京, 三元社, 1995.  
   ↑        ↑         ↑    ↑    ↑ 
  著者名      タイトル        出版地  出版社  出版年    

    

 

〇雑誌論文の表示例 

 室岡陽子, 武田利明. 心臓血管外科手術患者の褥瘡発生要因に関する検討.  

                     ↑                                                        ↑ 

                 著者名                                                          論文 タイトル 

「岩手看護学会誌」. 2010, 第4巻, 第1号, p. 3-8.  

           ↑      ↑   ↑       ↑        ↑  

        掲載誌    出版年  巻数  号数  ページ数 

    

第4巻第1号 
↓ 

「4（1）」のように表示されて
いる場合もあります。 

入手したい論文の情報 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

がはっきりしたら・・・・？ 
 

⇓ 
 

〇図書を探す、 
 雑誌を探すへ 

・論文タイトル 
・著者名 
・掲載誌名 
・巻号 
・ページﾞ数など 

※ 引用文献の表記の順序は、分野によって異なります。 



メディアセンターには以下のようなレポート、論文作成に役立つ資料を所蔵しています。  

タイトル 著者 出版社 出版年 請求記号 資料番号 

大学一年生の文章作法  山本幸司 岩波書店 2015 816:ヤ  104338231  

学生による学生のための 
ダメレポート脱出法 

慶應義塾大学
日吉キャンパス
学習相談員 

慶應義塾大学
出版会 

2015 816.5:ガ 104342282  

学生のレポート・論文作成トレーニング  
スキルを学ぶ21のワーク 

桑田てるみ編 実教出版 2015 816.5:ガ  104337811 

論文の書き方マニュアル  
ステップ式リサーチ戦略のすすめ  

花井等ほか 有斐閣 2014 816.5:ハ 104342316 

総合政策学部生のための知の技法 
2014/2015年版 

齋藤俊明 
岩手県立大学
総合政策学部 

2014 002.7:ソ:14/15 770148682  

決定版!すっきり書ける文章のコツ80  高橋俊一 成美堂出版 2013 816:タ 104283494  

よくわかる卒論の書き方  第2版  
白井利明 
高橋一郎 

ミネルヴァ書房 2013 816.5:シ 104275466 



〇白書を探す 

  白書とは？ 政府の各省庁が、その所管とする行政活動の現状や対策・展望などを国民に周知させることを目的として政府 

         が発行している報告書です。最近では民間の出版社が特定分野の現状や分析、動向を書いたものを「白書」と 

         称し刊行している場合もあります。 

 

         ⇒ 冊子体はメディアセンター3F「白書コーナー」にあります。 

           一部の白書はオンライン版があります。日本の官庁資料：白書・年報（国立国会図書館） 

  

 

〇統計資料を探す 

  統計資料を探す手順は?    ①どのような統計データがあるのかを調べる  

                 ②求める統計データがどこの機関で調査され、公開されているのかを調べる 

 

     統計局ホームページ ： 総務省統計局による政府統計の総合窓口サイト。統計調査を「分野別」や「50 音別」などで検索できます。 

 

      日本の官庁資料：公的統計（国立国会図書館） ： 官庁が発行している基幹統計や参考資料、参考サイトを紹介しています。 

    

      いわての統計情報 ： 岩手県における統計情報のポータルサイトです。 
           

      

〇法令や判例を探す 

    D1-Law.com第一法規法情報総合データベース 

    憲法から告示まで3万1千件余の法令、約22万件の判例、約64万件の文献情報等の法情報を登載。 

     正式名称が分からなくても、キーワード等で検索できる便利なデータベースです。 

http://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/JGOV-hakusyo.php
http://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/JGOV-hakusyo.php
http://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/JGOV-hakusyo.php
http://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/JGOV-hakusyo.php
http://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/JGOV-hakusyo.php
http://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/JGOV-hakusyo.php
http://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/JGOV-hakusyo.php
http://www.stat.go.jp/
http://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/JGOV-tokei.php
http://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/JGOV-tokei.php
http://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/JGOV-tokei.php
http://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/JGOV-tokei.php
http://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/JGOV-tokei.php
http://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/JGOV-tokei.php
http://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/JGOV-tokei.php
http://www3.pref.iwate.jp/webdb/view/outside/s14Tokei/top.html
https://mypage.d1-law.com/dh_p/
https://mypage.d1-law.com/dh_p/
https://mypage.d1-law.com/dh_p/
https://mypage.d1-law.com/dh_p/
https://mypage.d1-law.com/dh_p/

