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2014年度前期 図書館講習会

レポート作成に役立つ！図書・雑誌論文の探し方

サイニィ アーティクルズ

第２部 CiNii Articles を使って

雑誌論文を探そう！

立正大学情報メディアセンター（品川図書館）
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第２部の内容

1. 雑誌論文を探すには

2. CiNii Articles を使って雑誌論文を探す
2-1. CiNii とは
2-2. CiNii Articles とは
2-3. CiNii Articles へのアクセス

3. CiNiiに本文リンクがなかったら、立正大学OPACで雑誌を探す

4. 立正大学に所蔵していなかったら、他の所蔵館を探す

4-1. 他大学図書館を訪問利用する
4-2. 文献複写サービスを利用する

5. その他の論文情報データベース

6. まとめのクイズ
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1. 雑誌論文を探すには

►研究テーマに関係する雑誌論文には どのようなものが
あるか、それは何という雑誌の何巻何号に掲載されて
いるか、を調べる。

(1) その分野の主要な雑誌に、目を通す

(2) 引用文献や参考文献を、芋づる式にたどる
-------------

(3) 参考図書（文献目録、索引、抄録）を使って探す
（例） 『大宅壮一文庫雑誌記事索引総目録』、 『仏教学関係雑誌

文献総覧』 など
⇒ 図書館2F参考図書コーナーにあります

(4) 論文情報データベースを使って探す
（例） CiNii Articles、雑誌記事索引、MAGAZINEPLUS など

など
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図書館で利用できる 主な論文情報データベース

データベース名 利用方法 特徴

ｻｲﾆｨ ｱｰﾃｨｸﾙｽﾞ
CiNii Articles

アクセスフリー（無料公開） ・一部論文本文へのリンクあり

（一部有料）

NDL-OPAC
雑誌記事索引
（国立国会図書館）

アクセスフリー（無料公開） ・論文情報のみ

・CiNii Articles, MAGAZINE PLUS
へデータを提供している

ﾏｶﾞｼﾞﾝﾌﾟﾗｽ
MAGAZINEPLUS 

図書館の情報検索端末で利
用する。2アクセス

・論文情報のみ

・学術雑誌・一般誌のほかに学会
年報・論文集の論文を収録

国文学論文目録
データベース

アクセスフリー（無料公開） ・論文情報のみ

・大正元年から平成22年まで

日経BP記事検索
サービス

学内ネットワーク接続端末で、
図書館HPから利用する

・記事の検索・閲覧可

・日経BP社発行約50誌収録

東洋経済ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝ
ﾃﾝﾂ･ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ

学内ネットワーク接続端末で、
図書館HPから利用する

・記事の検索・閲覧可

・「週刊東洋経済」ほか収録

ｼﾞｪｲｽﾃｰｼﾞ
J-STAGE

アクセスフリー（無料公開） ・電子ジャーナルサイト(論文本文
あり（一部有料）)
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サイニィ

2. CiNii Articles を使って雑誌論文を探す

2-1. CiNii (ｻｲﾆｨ)とは
国立情報学研究所（NII）が提供する、論文や図書・雑誌などの
学術情報が検索できるデータベース・サービス。

► CiNii Articles - 日本の論文をさがす
国内の学協会で発行された学術雑誌や、大学等で発行された

研究紀要などに掲載された論文が検索できる。

► CiNii Books - 大学図書館の本をさがす
全国の大学図書館等が所蔵する図書・雑誌などの情報が

検索できる。
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サイニィ アーティクルズ

2-2. CiNii Articles -日本の論文をさがす- とは

► 国内で発行された学術論文情報を検索するデータベース・サービス

► 雑誌記事索引を含む複数のデータベースを統合し、検索・閲覧に提供
1. 雑誌記事索引データベース （国立国会図書館）

2. 学協会刊行物（NII-ELS) （国立情報学研究所）

3. 大学の研究紀要（NII-ELS） （各大学の共同入力）

4. 機関リポジトリ （大学、研究機関など）

5. J-STAGE （科学技術振興機構）

6.引用文献索引データベース （国立情報学研究所）

► 一部については論文本文の閲覧が可能 （一部有料）

► 他のサイトの論文本文へもリンクあり

► CiNii Books などから雑誌の所蔵館も確認可能

► 学内端末からアクセスすると、こんなメリットが！
・「CiNii PDF 定額アクセス可能」 の論文本文を閲覧できる

・「日経BP」 の記事本文を閲覧できる

・立正大学OPACへのリンクがある ・NDL-OPACへのリンクがある
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CiNii Articles へのアクセス

① データベース

②「もっと見る」をクリック

③「CiNii Articles」をクリック
► 立正大学図書館 ホームページから
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CiNii Articles 詳細検索画面
http://cinii.ac.jp/

詳細検索

本文収録刊行物の巻号一覧・目次へ

検索対象指定

キーワード検索

ヘルプ

詳細検索を
表示/非表示

検索語をクリアした
トップ画面へ戻る

CiNii Books に
切り替える
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検索のヒント！

►検索語のクリア
検索語のクリアボタンはないので、入力した検索語を変更したい場合は、一
旦検索語を削除して入力し直す。画面左上のCiNiiバナーをクリックすると、検
索語をクリアしたトップ画面に戻る。

►検索対象指定
◦「すべて」・・・・・全ての論文を対象に検索

◦「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を
対象に検索

◦「CiNiiに本文あり、または連携サービスへのリンクあり」・・・CiNiiに論文本文
があるものと、連携サービス（医中誌Web等）へのリンクがある論文を対象に
検索

►CiNii本文収録刊行物ディレクトリ
学協会名や刊行物名から、巻号一覧、目次・・・とたどって見ることができる。

► 「CiNii Books」への切り替え
画面左上、または検索ボックス上の「大学図書館の本をさがす」をクリックす
ると、「CiNii Books - 大学図書館の本をさがす」に切り替えることができる。
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CiNii Articles 検索 【演習1】

►最近5年間（2009～2013）に書かれた、食品のリサイ

クルに関する論文を探したい。

＜ヒント＞

・キーワードには、「食品」 「リサイクル」 「再利用」 などが考えられる。

・論理演算を使用した検索 （例） 「食品 （リサイクル OR 再利用）」
AND検索 ― 「△」、または「△＆△」で区切る。 ※△は空白

OR検索 ― 「△OR△」、または「△|△」で区切る。

NOT検索 ― 「△NOT△」で区切る。または前に「△‐」を付加する。

論理演算の優先・・・「（ ）」でくくる。

・出版年の範囲指定

範囲の開始年と終了年の欄に、それぞれ数字で入力する。

（例） 2009年以降 ⇒ 「2009 2013」 あるいは 「2009 △△△△」
※△は空白
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CiNii Articles 論文本文へのリンク （主なアイコン）

CiNii PDF ｵｰﾌﾟﾝｱｸｾｽ 無料 ・一般公開論文。無料で閲覧可能

★CiNii PDF 定額ｱｸｾｽ可能 学内無料 ・学内端末から無料で閲覧可能

※立正大学は定額契約機関

CiNii PDF 有料 有料 ・有料で購入できる（クレジットカード支払い）

・ログイン画面が表示される

CiNii PDF 未公開 ― ・刊行後、一定期間中は利用できない

CiNii Link 無料 ・大学等、外部機関サイトの無料の本文への
リンク

機関リポジトリ 無料 ・機関リポジトリの論文へのリンク
※大学等の研究機関が、研究成果を電
子的に保存し公開するシステム

J-STAGE 一部有料 ・J-STAGE の論文へのリンク
※PDFアイコンに緑FREEの文字付は無料

★日経BP 学内無料 ・学内端末から無料で閲覧可能

・「日経BP記事検索サービス 大学版」の記事
本文へのリンク

★・・・学内ネットワーク接続端末では、無料で閲覧できます。
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►学会誌『心理学研究』に掲載された、「大学生のストレ

ス」に関する論文を読みたい。正確な論文名はわから

ない。

＜ヒント＞

・完全一致検索は、検索語を 「/（ｽﾗｯｼｭ）」 でくくる。

（例） /心理学研究/ ⇒「心理学研究」のみヒットする。「発達心理学研究」

はヒットしない。

※同タイトル誌に注意。

（例） /安達淳/ ⇒「安達淳」のみヒットする。「安達淳二」はヒットしない。

※同姓同名に注意。

CiNii Articles 検索 【演習2】
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CiNii Articles 検索 【演習3】

►ある論文の参考文献リストに出ていた、下記の論文を

入手するにはどうしたらよいか。

笹本正治 （2001） 「神と人をつなぐ音 ―中世の音と声―」

中世文学 46, 27-35

＜ポイント＞
・文献リストの見方
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CiNii Articles に本文リンクがなかったら・・・

3. 立正大学OPACで雑誌を探す

► CiNii Articles に論文本文へのリンクがなかった場合は、

立正大学OPACで冊子体の雑誌を所蔵しているか調べる。

※ 学内ネットワーク接続端末からなら、CiNii Articles の検索

結果から、直接 立正大学OPACを検索することができる。

※ ISSN とは
・International Standard Serial Number: 国際標準逐次刊行物番号
・ 雑誌タイトルごとの固有の番号
・ 8桁 （4桁‐4桁）

（例） 『都市と廃棄物』 ISSN 0285-5259
『図書館雑誌』 ISSN 0385-4000
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立正大学OPAC雑誌検索

►雑誌検索時の注意点

・論文タイトル、論文著者名では検
索できない

○ 『社会心理学研究』
（雑誌のタイトル）

× 渡辺 舞 , 今川 民雄 「大学新入
生の友人選択状況が親密化
過程に及ぼす影響 」

・出版年や巻号を入力しない

・タイトルの先頭に「#」を付けると
完全一致検索ができる

例） #文学、 #Time、

#心理学研究

□品川校 □熊谷校
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立正大学OPAC 検索結果の見方

► 一括所蔵の見方

・ 「配置場所」 で、学内のどこにあるか確認する

（例） 品川B3雑誌 ・・・品川図書館B3雑誌書庫にあり
品川保経済全 ・・・品川保存書庫経済学部コーナーにあり

・「配置場所」 の先頭に★印がある雑誌の最新号は3F雑誌コーナーにあり

（例） ★品川B3雑誌

・「所蔵年次・巻号」 で、目的の巻号を所蔵しているか確認する

品川図書館 品川校 ★品川B3雑誌
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立正大学での雑誌の利用

►雑誌の配置場所

・図書館3F雑誌コーナー （約300タイトル） ⇒自由に閲覧

・図書館B3書庫 （雑誌バックナンバー） ⇒1Fカウンターに申込む

・5号館保存書庫 （学部所蔵雑誌） ⇒1Fカウンターに申込む

・品川学部研究室 ⇒2Fレファレンスデスクに相談

・熊谷図書館・熊谷学部研究室 ⇒2Fレファレンスデスクに
文献複写を申込む

►雑誌は貸出できない

・著作憲法の範囲でコピー利用する
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立正大学に所蔵していなかったら・・・

4. 他の所蔵館を探す

►立正大学に求める雑誌がなかった場合は、他機関で所蔵

しているところを調べる。

（1） 大学図書館の所蔵を探す
⇒ CiNii Books

（2） 国立国会図書館の所蔵を探す
⇒ NDL-OPAC 

（3） 公共図書館の所蔵を探す
⇒ カーリル、東京都立図書館統合検索 など

※ CiNii Books ・[NDL OPAC] は、 CiNii Articles 論文詳細画面の
アイコンから、直接検索ができる。
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CiNii Books で所蔵館を探す

所蔵地での絞り込みと、絞り込み結果
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4-1. 他大学図書館を訪問利用する

紹介状発行

► 申込の手順

（1）訪問先の図書館を決める

（2）訪問日を決める

（3）「紹介状発行申込票」に記入

（4）典拠資料を添付する
※CiNii Books検索結果画面コピー

（5）レファレンスデスクに申込む

► 申込時の注意点

・必ず相手先のＨＰで利用条件

（開館スケジュール・利用時間

など）を確認すること
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4-2. 文献複写サービスを利用する

論文コピーの
取り寄せ

► 申込の手順

（1）立正大学に所蔵し
ていないことをOPAC
で確認する

（2）「文献複写申込書」
に記入する

（3） 典拠資料を添付
※CiNii Articles検索
結果画面コピー

（4）レファレンスデスク
に申込む
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5. その他の論文情報データベース

►立正大学図書館HP のデータベース一覧を利用する
①「雑誌記事や論文を探す」
・日経BP記事検索サービス
・東洋経済デジタルコンテンツライブラリー
・NDL-OPAC 雑誌記事索引
・J-STAGE
・MAGAZINEPLUS

②「電子ジャーナルを使う」
無料で利用できる電子ジャーナルのリンク集

►その他
インターネット上には、無料で利用できるデータベース・電子ジャーナル等
がたくさんある。

GeNii, Google Scholar, Google, ・・・
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6. まとめのクイズ

（1） 雑誌論文を検索するには、立正大学OPACを使
うとよい。

・・・ ○ or ×

（2） CiNii Articles は、雑誌論文を検索するだけでな
く、一部の論文は本文まで見ることができる。

・・・○ or ×

（3） CiNii Articles で、刊行物名（雑誌名）の完全一
致検索をするときは、先頭に“♯”をつける。

・・・○ or ×
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ご参加ありがとうございました。

END

アンケートの記入をお願いいたします。


