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レポート・論文作成のための文献検索
-データベースを使いこなして文献 get!!-

「レポートや論文の書き方ってよく分からない」という方はいませんか？
特に一年生には、レポート・論文の執筆は初めての経験という方も多いでしょう。
そもそもレポート・論文とは何でしょうか。作文や感想文とは何が違うのでしょう。
また、書くにあたってなぜ資料や文献を参照しなくてはいけないのでしょうか。
「レポート・論文」と呼ばれるものと「作文・感想文」と呼ばれるものは異なります。
筆者が感じたこと、思ったことを記述したものは「感想文」と言えます。
これに対してレポート・論文の場合は、「明確な主張や結論がある」「話の流れに矛盾がない」といった
論理的な文章であることに加え、筆者の意見・考えにも客観的な裏付け、
「根拠」がなくてはなりません。
この根拠となりうるものには、自ら行った実験や調査によって得られたデータや、先行研究(その分野で
既に発表された文献や論文のこと)によるデータや見解、文献・資料の記述などがあります。
これらを裏付けとして参照、または引用して論述することがレポート・論文の必須条件となります。
そして、先行研究や文献・資料の多くは図書館を通じて手に入れることができます。
図書館を上手に活用して適切な文献を入手しましょう。

今回使うのは
ココ!!

それでは、始めましょう。

-1-

レポート・論文作成のための文献検索

growing in OZUKA

第５９号

国内の学協会が発行した「学術雑誌」
・大学等が発行し

日本の論文を探したい！①

CiNii Articles [サイニィ アーティクルズ]

た「研究紀要」に掲載された論文、国立国会図書館の

（NII 論文情報ナビゲーター）

報を検索することができます。

「雑誌記事索引データベース」など日本の学術論文情

単語を空白で区切って入力

検索画面

※文章での検索はできません。

検索対象を限定することができます。
「すべて」→全論文が検索対象
「CiNii に本文あり」→
CiNii に論文本文がある学協会刊行物と研究
紀要が検索対象
「CiNii に本文あり、または連携サービスへ
のリンクあり」→
論文本文と連携サービスへのリンクがある
論文を検索対象

論文の情報

論文詳細情報

検索結果画面

掲載雑誌の情報

すべての論文が本文 PDF にリンクしている訳では
ありません。
リンクがないものは、掲載雑誌を市大で所蔵して
いないか OPAC で検索してみましょう。

各機関リポジトリ

本文 PDF

本文 PDF

などのアイコンがあるものは、
クリックしてみましょう！
【注意】
これらのアイコンがあっても、提供元により本文が閲覧
できないものもあります。
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大学など研究機関で生産された研究成果(学術論文や学術資料)を、電子的

日本の論文を探したい！②

に収集・保存し、インターネット上に無償で公開するシステムを「機関リ

機関リポジトリ

ポジトリ」とよんでいます。探している論文が、機関リポジトリに登録さ
れていれば、その場で論文の全文を閲覧できる可能性があります。

簡易検索

JAIRO [ジャイロ]
（学術機関リポジトリポータル）

「本文あり」を指定すると、本文への
リンク情報がある対象のみを検索します。

国立情報学研究所が提供している、 日
本の各学術機関リポジトリに蓄積され
た学術情報（学術雑誌論文、学位論文、
研究紀要、研究報告書等）を横断的に検

検索結果画面

索できるデータベースです。
「本文あり」を指定すると、本文への
リンク情報がある対象のみを検索しま
す。

平成 25 年度以降に学位を授与された学位
論文は、原則としてリポジトリ等を通して
無償公開することが義務付けられました。
今後はより多くの国内の学位論文を
JAIRO で検索＆閲覧することが可能にな

詳細検索

ります。

「詳細検索」を選択すると、雑誌名や資
料種別、機関名などからでも検索できま
す。資料種別と機関名は、一覧から指定
することもできます。

検索画面

HARP [ハープ]
（広島県大学共同リポジトリ）
広島県大学図書館協議会が運営する、
広島県内の公立・私立大学等による共同
リポジトリです。
広島市立大学附属図書館も県内の他大
学と協力して、このリポジトリに参加し
ています。電子的公開の許諾を得られた
論文や報告書など 1,200 件を超えるコン
テンツを登録しており、本文の閲覧・ダ

本文 PDF

ウンロードが可能です。

HARP は平成 25 年度末までに
リニューアルを予定しています。

「リポジトリ(Repository)」は、「倉庫・収納庫・宝庫」という意味の英語です。
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海外の雑誌論文等も探すことができる!!

学術雑誌の全文をインターネット上で

電子ジャーナル・データベース

公開されたもので、図書館に出向かな
くても（主に学内 LAN 経由で）学術論
文を手に入れることが可能です。

「詳細」
「出版物」で検索結果
を絞り込むことができます。

検索画面

ProQuest Research Library
[ﾌﾟﾛｸｴｽﾄ]

人文・社会科学を中心に、学術雑誌から業
界専門誌・新聞まで、主要雑誌（総収録誌数
4,600 誌以上、フルテキスト 3,300 誌以上）
を収録しています。
『New York Times』の

画面の表示言語は、英語やフランス語など

全文（1980-現在）を閲

日本語以外の言語も選ぶことができます。

覧することもできます。

IEEE Xplore [アイトリプルイー]

検索画面
キーワードを入力すると候

IEEE（米国電気電子工学会）と IET(英国電

補語をガイドしてくれます。

気工学会)が 1988 年以降に発行した定期刊行
物、会議録、規格等ほとんどの刊行物を収録
しています。
電気・電子工学、コンピュータ科学分野の記
事・論文を 300 万件以上収録しています。
検索はキーワードで論文のタイトル・著者
名・索引用語などから検索できます。

見たい資料の種類を選んで

検索結果からそれぞれの記事や論文、検索結

ブラウジング画面へアクセス

果の一覧、目次、書誌情報の表示・ダウンロ

できます。

ード・印刷ができます。

Springer Link [シュプリンガー]

キーワードを入力すると候補
語をガイドしてくれます。

検索画面

Springer 社の発行する約 1,000 タイトルの学
術雑誌(学会誌、論文誌など）や eBooks につい
てオンラインでの提供を行っています。
（なお、雑誌のみ本文の閲覧が可能です。）
SIM（科学・技術・医学）分野を中心とした収
録ですが、建築・芸術分野、環境科学分野の論
文も収録しています。

【注意】
分野別カテゴリから分野を選択

これらのデータベースは、検索する対象が海外の

して閲覧できます。

資料なのでキーワードは英語で入力してください。
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インターネット上では、多くの学術情報が公開されています。また、学術情報
を検索するためのデータベースもたくさんあります。
学習・調査・研究を進めるときは、Yahoo!や Google など一般のサーチエン
ジンではなく、学術情報用の、信頼できるリソース（＝資料・情報源）を利用
することが重要です。
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電子ジャーナルや機関リポジトリの利用は、
図書館 Web サイトから!!

http://www2.lib.hiroshima-cu.ac.jp

今回紹介したデータベース以外にも、市立大学で利用できる電子ジャーナ
ルはまだ他にもあります。詳しい使い方など分からないことがあれば気軽
にカウンターでお尋ねください。

イベント報告
出張講座 ＠広島県立美術館 -「尊厳の芸術展」７月２８日（日）、広島県立美術館で、「尊厳の芸術展」（７月２０日～９月１日開催）に関連して、出張講座
を開催しました。当日はあいにくの天候の中、約５０名の皆さんにご参加いただきました。
まず、芸術学部加治屋健司准教授に「米国日系人強制収容所における芸術と工芸」という演題で約３０分の
講演をしていただいた後、宮本真希子広島県立美術館学芸員によるギャラリートークを行いました。
加治屋先生からは、強制収容所で写された写真を元に収容所の様子やそこで暮らす人の生活の様子などにつ
いて解説がありました。その後会場を２階展示室に移し、宮本学芸員から実際の強制収容所で作られた作品
を前にその由来や素材などの解説をしていただきました。作品の作られた時代背景を思い浮かべながら改め
て鑑賞すると、また違う印象を受けました。
＜参加者の声＞
・いつもは作品を見るだけで終わっていたので、先生や学芸員さんの
お話を聞いて、世界が広がって想像もできてよかったです。
・貝殻で作ったブローチなど、つらい収容所の中で、おしゃれで気持ちを
保っていた部分もあったのかな、と思いました。
・今回、先生のスライドによる解説と実際の作品鑑賞・ギャラリートークがあって、
イメージがとてもわきました。参加してよかったです。
★図書館では「尊厳の芸術 : 強制収容所で紡がれた日本の心」を所蔵しています。合わせてご覧ください。
図書

「尊厳の芸術 : 強制収容所で紡がれた日本の心」

トライアスロンコーナー【708 ヒラ】

教員によるトークイベント＠図書館
図書館での展示「Hiroshima&Peace」と８月６日原爆記念日に関連して広島平
第3回

7/31（水）昼休憩

和研究所河上暁弘講師による『時代を読む-憲法と平和-』の講演をしていた
だきました。学生や教職員を合わせ 26 名の参加がありました。
憲法という難しいイメージのあるテーマについて、ユーモアを交えて楽しく
お話していただきました。
★河上先生の推薦図書リスト「平和を考える」を HARP で公開しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
→ http://harp.lib.hiroshima-u.ac.jp/handle/harp/12151
**今後もトークイベントを企画する予定ですのでご期待ください！**

いちだい

市大コーナー新着図書

市大コーナーでは、本学の先生や卒業生が出版した本や各学部の紀要などの大学の出版物を紹介しています。

『広島市立大学芸術学部卒業・修了作品展 第 11 回

第 15 回
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知恵の樹
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わたしの一冊
広島平和研究所

高橋

博子

講師

『クリオの顔 : 歴史随想集』
E.H.ノーマン著 ; 大窪愿二編訳 岩波書店 1986年
私が学生のときに出会った書を紹介したい。ハーバー

年、外交官として赴いていたカイロでノーマンは自殺し

ト・ノーマン著『クリオの顔』である。「クリオ」とは歴

た。マッカーシズム委員会のひとつである米議会国内治安

史をつかさどるギリシャの女神で、本書は日本史家であり

小委員会がノーマンに対する攻撃を再開した後であった。

世界史家であるノーマンによる歴史論である。

後に本書に収録された丸山真男による追悼文は、この不条

コルディウムの町にだれも解くことのできなかった紐

理さを次のように書いている。「人間性の美しさをあのよ

の結び目があった。アレキサンダー大王が、その結び目を

うに愛し、知性による説得の可能性にあのように信頼をか

調べ、剣を抜いて断ち切ったという話が本書の中で紹介さ

けていたノーマンが、その長からぬ生涯の最後を、狂信と

れている。この話を始めて知ったときは、ノーマンは期待

偏見と不寛容にとりまかれながらその命を断ったとする

を裏切られた、答えのある代数学を解くようなものだと述

ならば、残された我々は何をすればよいのか。」
外交にしても歴史研究にしても、複雑に絡まった糸を解

べている。
彼は歴史上の英雄よりも、埋もれてしまいがちではある

きほぐすために尽力していたノーマンを追い詰めたもの

が、自由な言論を大事にし、暴力よりも説得を選び、複雑

はなんだったのか。1950 年代に吹き荒れたマッカーシズム

な歴史上の事象を丁寧に紐解いてゆく人物に着目して、本

は、暴力的手段による「解決」をふりかざそうとする国家

書の中で生き生きと紹介している。

がはびこる現在も続いている。

本書は 1956 年に最初に出版された。その翌年の 1957
この本は図書館 3 階にあります。ご利用ください。 【図書館 3 階文庫 210 ﾉﾏ】
※【

】内は配架場所と請求記号です。

● 重複図書等をお譲りします！
附属図書館では、「知」の財産の有効活用を図るため、重複により不用となった図書等を教職員、学生の皆さんに
安価で販売しています。
教職員

申込み期限

学

申込み期限

生

10 月

4 日（金） 受け渡しは 10 月 11 日（金）まで
10 月 11 日（金） 受け渡しは 10 月 18 日（金）まで

申込み方法、対象図書等の詳細は、図書館Webサイト

http://www2.lib.hiroshima-cu.ac.jp

でご確認ください。

● 返却忘れはありませんか？
夏休みの特別貸出期間に借りた図書の返却期限は１０月８日（火）です。
返却期限を過ぎた資料が１冊でもあると、新たな資料の貸出ができなくなります。
必要なときに「借りられない！」ということのないよう、今一度確認しましょう。

● ビブリオバトル@広島市立大学を開催します！
日時：10月26日（土）15：00-16：00（大学祭1日目）

出場者には景品（図書カードなど）があります。

場所：図書館・語学センター棟

観戦のみの参加も大歓迎です。

1階ピロティ

出場を希望する方は図書館カウンターでお申込みください。
*「ビブリオバトル」とは？

詳しくは、図書館Webサイトでご確認ください。

編集後記

２０１３年１０月１日発行

今年は猛暑の夏でしたが、ようやく朝晩が涼しくなってきました。「芸術の秋」「スポ
ーツの秋」「食欲の秋」「行楽の秋」…そして「読書の秋!!」。何をするにも良い季節にな
りましたね。さて、LOOK HERE のコーナーにも書きましたが、今年の大学祭 1 日目に
「ビブリオバトル@広島市立大学」を開催します。地区予選を勝ち抜いたバトラーは１１
月下旬に東京・秋葉原で行われる「首都決戦」に出場できます。自分の「好きな本」に
ついて熱く語りたい!!という方はいませんか？当日の観戦のみの参加も大歓迎です。

広島市立大学附属図書館
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広島市安佐南区大塚東三丁目４番１号
TEL ：（082）830-1508
FAX ：（082）830-1659
E-mail tosho＠lib.hiroshima-cu.ac.jp
http://www2.lib.hiroshima-cu.ac.jp

