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▶資料の種類と特徴

図書館で利用できる資料の主なものに、図書・雑誌・新聞があります。
それぞれの特徴を知り、その違いを押さえておきましょう。

図書

雑誌

新聞

1. 図書館資料所蔵検索 （ＯＰＡＣ）

『OPAC』（図書館資料検索システム） Online Public Access Catalog

法政大学図書館所蔵の約176万冊の資料（図書、雑誌、新聞その他）を書名や著者名
などから検索でき、どこからでもアクセスができます。
また、貸出中の資料の予約や、他キャンパス（市ケ谷・小金井）からの取り寄せ、貸出
の延長を画面上で申込むこともできます。

OPACへのアクセス ① 図書館HP上の「蔵書検索（OPAC)トップ」をクリック
② 蔵書検索画面TOPの「詳細検索」をクリック
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②①

*単行書・シリーズ・辞書・事典などがある
*1つのテーマについて体系的に書かれている
*非定期的に刊行される

*学術雑誌（Journal）と一般雑誌（Magazine）がある
*1冊に複数の記事・論文が収録されている
*定期的に刊行される

*時事的なニュース、評論などを中心とした定期刊行物
*図書や雑誌より速報性が高い

法政大学OPAC
http://opac.lib.hosei.ac.jp

http://opac.lib.hosei.ac.jp/


法政図書館に所蔵あり 法政図書館に所蔵なし

「CiNii Books」または
「山手ｺﾝｿ」で他大学の
図書館の所蔵を検索

■書名や著者名等で探す

■ キ ー ワ ー ド で 探 す

法 政 大 学 O P A C で 探 す

p.3

■ 他大学図書館を訪問する
＊山手線コンソーシアム

加盟図書館
＊その他の大学図書館

■ 他大学図書館から必要な
資料を取寄せる
（実費負担）【ILL】

■ 購入申し込みをする
（学習用資料に限る）

p.9-10

■ 多摩キャンパスにあり
＊配架場所・請求記号・資料状態

をチェックして書架を探す

■ 市ケ谷・小金井キャンパスにあり
＊法政大学OPACから、または

図書館カウンターで
取寄せを申し込む

■ 貸出中
＊法政大学OPACから予約を

申し込む

p.3-5

p.8

p.8

図書館資料の探し方
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図 書 の 検 索

検索条件の入力

①「資料区分限定」の「図書」を選択
② 検索ワード「学生生活」を入力
③「検索条件」の選択肢を「件名」を選択
④「並び順」を「出版年(降順)」にする
⑤「検索」をクリック
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■検索ワード：
学生生活

④

①

⑤②

③
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どこの館にあるか
市：市ケ谷,多：多摩,小:小金井,資：学部資料室

資料の置いて
ある場所

本の背に貼ってある
ラベルの番号

貸出の状態：
「空白」なら貸出可能

貸出中の資料の予約や、他館
からの取寄せはここから

演習問題１
OPACを使いこなそう

①「ISBN:9784845114993」の書籍のタイトルと著者を調べてみよう

【タイトル： 著者： 】

② タイトルに『オリンピック』を含む市ケ谷図書館所蔵の図書は何件でしょう？ 件

③ タイトルに『オリンピック』または『五輪』を含む市ケ谷図書館所蔵の図書は何件でしょう？ 件

＊図書館用語の基礎知識＊

・資料…図書・雑誌・新聞等、図書館で扱っているものすべてをさします
・所蔵…図書館で持っていること
･書架…本棚のこと
・ISBN…世界共通で使われている図書につく固有の番号

空欄を埋めてみよう



雑 誌 の 検 索

①「配架場所」「所蔵巻号」を見て、資料の置き場所と必要な巻号があるかを確認
②「雑誌名」「配架場所」「請求記号」必要な巻号をメモして書架を探す

＊探し方はp.6をご覧ください

検索条件の入力

①「資料区分限定」の雑誌を選択 ② 雑誌名を入力
③「検索条件」の書名（完全形）を選択 ④ 検索ボタンをクリック

所蔵情報の見方

①

所蔵巻次の
読み方例

「＋」は継続購入中を示す91-97巻は全号を所蔵
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■検索ワード

エコノミスト

91-97,98(1-34)+

② ④

③



資料の配架場所の探し方

Step1. 「配架場所」を特定する

OPACの「配架場所」の表示を見て、どのキャンパスのどこにあるかを確認します。

【多摩図書館の場合】 *主な配架場所
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開架
(2～3F)

学習用図書･一般書

閉架
(B2～1F､4F)

専門書･学術雑誌

OPAC表示の配架場所 多摩図書館内の配架場所

多:政刊 (和)
多:政刊 (洋)

4 F :政府刊行物
（最新号は１F政府刊行物コーナー）

多:逐刊 (和)
多:逐刊 (洋)

4 F :逐次刊行物
（最新号～約1年分は１F逐次刊行物
コーナー）

多:3Fｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾙｰﾑ 3 F :ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾙｰﾑ（CulturalDiversity

Corner）

多:3Fｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾙｰﾑ
(多読)

3 F :ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾙｰﾑ（多読図書

コーナー）

多:2F 2 F :一般図書

多:2Fレポート 2 F :レポート作成本コーナー

多:1F参考 (和) 1 F :和書参考図書

多:B2F地域 B2F:多摩地域資料

3号館 図書館・研究所棟

４F

３F

２F

１F

B1F

B2F

開架入口

閉架入口



Step2. 書架を探す

② 雑誌
学術雑誌は2フロアに分かれています。
●最新号を含む約1年分 ⇒ 1Ｆ（和雑誌:50音順 / 洋雑誌:アルファベット順）
●バックナンバー ⇒ 4Ｆ（請求記号順）

図書は「請求記号」を、雑誌は「雑誌名」「請求記号」「巻次」を見ながら、書架を探します。

① 図書
図書は、「日本十進分類法（NDC）」によって分類されており、書架には、ラベル（＝請求記号）
の順に並べられています。

OPAC検索結果の「請求記号」と、
背表紙の「ラベル」が対応しています。
1段目：000～999の数字（分類記号）
2段目：著者名の頭文字(著者記号)
※閉架図書は2段目が数字（受入番号）

OPACの請求記
号

377.9/TS

377.9/68

開
架

閉
架

図書の
背表紙ラベル

377.9

TS

377.9

68
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書架には分類表が貼られています。

クリックすると、巻号ごとの
所蔵状況が表示される

⇒「にっけいびじねす」
1Fでは「に」の棚に置かれてい

る

⇒4Fでは「A7g/871」の棚に
置かれている

資料は請求記号順に並んでいます。



予 約 ・ 取 寄 せ 方 法

Step1. 予約・取寄ボタンをクリック Step2. 統合認証用のID/PWでログイン

Step3. 受取カウンターを選択して、次へをクリック Step4. 連絡方法を指定後、予約を確定するをクリック

資料が配架されている図書館に、取寄せを行うことはできません。
資料が貸出中の場合、予約することは可能です。

例 ： 多摩図書館の資料を多摩図書館に取寄せる→不可
貸出中の多摩図書館の資料を予約し、多摩図書館で受け取る→可

予約・取寄せ資料が手に入るまで
★到着連絡★
【連絡方法の指定】 メールアドレスを入力した場合：メールで連絡あり

連絡不要を選択した場合：連絡なし

【取寄せの場合】 申込翌開館日の昼過ぎ（日・祝等変更の場合もあり）。
※OPAC「貸出予約状況照会」で資料状態が「取置中」と表示されていれば、

資料が到着しています。

★受取場所★ 多摩図書館１階カウンター

★取置期限★ １０日間

★注 意★ ・延滞中の資料があると予約・取寄せ手続きを行うことができません。
・OPACで取寄せ手続きを行えない資料もあります。

その際はカウンターまでお越しください。
・図書館便の運行状況により、資料の到着時間が遅れる場合があります。
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「山手線コンソーシアム横断検索システム」 ： 山手線コンソーシアム加盟大学の所蔵検索

横断検索へのアクセス

検索条件の入力

■検索ワード

開かれた学校づくりの実践と理論

他大学図 書 館の利用 方法
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① 検索対象の図書館を選択
法政大学に加えて、「全選択」をクリック

② 書名に資料名を入力
③ 資料区分の「図書」を選択
④ 検索ボタンをクリック

①

②

③

④

「蔵書検索（OPAC）トップ」を選択

＊他大学の所蔵全般を確認する場合

「山手コンソ」を選択



検索結果の見方

この図書館での

所蔵状況がわかる

②

①

①「検索結果一覧」画面のヒット件数をクリック
② 所蔵情報や所蔵館名を確認する

購入申込
＊ 法政大学に所蔵がなく、学習に必要な図書に限り、

購入リクエストを受付けています。

●OPAC「購入申込」画面に必要な情報を入力 または、

●館内の「購入希望図書申込用紙」をカウンターに提出
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申込は多摩図書館1Fカウンターへ

●紹介状を持参して他大学図書館を訪問する

●他大学図書館に資料のコピーを依頼する（実費負担）

●他大学図書館より所蔵資料を借りて、

法政大学図書館内で閲覧する（実費負担）

他大学図書館の利用 ＊資料を所蔵する図書館に応じて、利用方法は異なります。

山手線コンソーシアムに所蔵あり ＣｉＮｉｉ Ｂｏｏｋｓに所蔵あり

●学生証を持参し、加盟館の大学へ

＊図書館ＨＰの｢利用案内｣で各図書館の

利用方法や、条件が確認できます

納本制度に基づいて日本国内発行の図書・雑誌などを幅広く

収集している国立の図書館です。

研究レポート・規格・特許などの専門資料も所蔵されています。

https://www.ndl.go.jp/

演習問題２
書籍「20世紀の美術家500」を探してみよう

①法政大学図書館に所蔵はありますか？ 有 ・ 無

②CiNii Booksで所蔵館を調べると？ 所蔵館 件

③山手線コンソの所蔵館全てに丸を付けてください。【 青山学院・東洋・國學院・学習院・明治学院・立教・明治 】

ここをクリック

https://www.ndl.go.jp/


皆さんが今後、レポートや卒業論文を書く際に必ず必要となる資料が、学術雑誌などに
掲載された論文です。雑誌や論文、データベースなどをポイント別に見てみましょう。

？雑誌の種類？

？研究者の発表する論文？

？論文検索：インターネットとデータベース？

著者・サイト発行者の信
頼性やサイトの期限切れ
などのチェックが必要！

③成果の蓄積
（データベース）

①研究活動
実験・調査・分析

②成果の発表
雑誌論文

学会発表

など

2. 雑誌記事・論文検索

便利な機能を利用して
効率よく論文検索！

≪研究の循環≫
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研究者は研究活動を行い（①）
その成果を雑誌などに論文という形で発表します（②）。
発表された内容はデータベースに蓄積されて（③）、
再び研究に利用されます。
論文が掲載される学術雑誌の多くは
査読システム（論文審査）を採用しており、
著名な雑誌では、レベルの高い論文が
毎号掲載されています。

では、どんな論文があるかを調べたり、すでに必要とわかっている論文を
探すには、どのようなツールを使えばいいでしょうか？
◎インターネットは、瞬時に大量の情報を入手できる、便利なツールです。

ただし、中には根拠となるものが分からない情報もあります。
検索結果から必要な情報を取り出すには、多くの時間と適確な技術が必要です。

◎一方、データベースは、出典が明らかで信ぴょう性が高い情報を掲載している
上、特定の情報が利用者に検索しやすいように加工されています。評価の高い
学術雑誌を幅広く収録している専門のデータベースを利用すると、必要な論文
を効率よく収集することができます。

雑誌は一般雑誌と学術雑誌に分けられます。
◎一般雑誌（Magazine）・・・一般的な (時事的・実用的）記事を掲載

雑誌例：週刊新潮 nonno るるぶ など

◎学術雑誌（Journal）・・・研究者の発表する論文を掲載
雑誌例：日本経済研究 教育社会学研究 Nature など

http://www.yahoo.co.jp/_ylh=X3oDMTB0NWxnaGxsBF9TAzIwNzcyOTYyNjUEdGlkAzEyBHRtcGwDZ2Ex/r/mlg


『CiNii Articles』(サイニィ)

学協会誌・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、
国内発行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。
データベースが本文へのリンク情報を持っていれば、論文本文まで閲覧が可能。

① 図書館ホームページの
「オンラインDB (E-Database)」より入る

※学内LANに接続された端末をご利用ください

② 右上のログインをクリック
③ ログイン画面でID/パスワードを入力

(統合認証で使用するもの）
④ 日本の論文・記事をさがすをクリック
⑤「CiNii Articles」をクリック

CiNii Articlesへのアクセス

検索条件の入力 ①キーワードを入力する
②検索項目をより細かく指定する場合は、詳細検索を使う
③検索ボタンをクリック

①

②

論文本文をPC上で読める
ものに限定できる

③

詳細検索画面の
オンオフ

■検索ワード

首都圏␣災害対策
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②

⑤④③

①



②

検索結果の見方 ①検索結果一覧より読みたい論文のタイトルをクリック
②論文詳細情報で本文リンク、論文掲載雑誌の確認をおこなう

論文本文の入手 ①OPACリンクなどで法政大図書館に所蔵があるか確認する
②以下の表示がある場合は、本文リンクで論文本文を読んでみる

論文名

著者名

＜論文本文へのリンク＞ ＊契約内容によって本文が閲覧できない場合もあります。

＜法政大学図書館 リンクリゾルバ・蔵書検索へのリンク＞
＝論文が掲載されている雑誌が法政大学図書館にあるか、など。

＜CiNii Booksへのリンク＞ ＝論文が掲載されている雑誌がどこの大学図書館にあるか

＜Ref worksへのリンク＞ ＝論文情報を整理できるWeb管理ツール

興味のある論文を
クリック

検索結果一覧に含まれる著

者名・雑誌名が並ぶ
①

MEMO
探している論文が収録されている、

雑誌名 ：

巻（号） ：

掲載ﾍﾟｰｼﾞ：

発行年月 ：

論文の住所にあたる

必ずチェック！

論文が掲載されている雑誌名と
巻号・ページ・発行年月日
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空欄を埋めてみよう



3. 辞書・事典検索

『Japan Knowledge Lib』
各種辞書・事典を横断的に検索できるデータベース。授業で出るような専門用語の
意味・概要を調べることができます。

① 図書館ホームページの
「オンラインDB (E-Database)」より入る

※学内LANに接続された端末をご利用ください

② 右上のログインをクリック
③ ログイン画面でID/パスワードを入力

(統合認証で使用するもの）
④ 辞書・事典を引くをクリック
⑤「ジャパンナレッジLib」をクリック

Japan Knowledge Libへの
アクセス

キーワードを入れて検索すると、「日本大百科全書」
「イミダス」「日本国語大辞典」「国史大辞典」
「日本歴史地名大系」などの複数の辞書の解説が、
一覧で表示されます。

アクセスの際には
こちらをクリック！
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②

⑤④③

①



検索条件の入力
①検索項目をより細かく指定する場合は、

詳細検索を使う
②キーワードを入力する
③検索ボタンをクリック■「NPO」の概要を調べてみよう

出版者名

この解説を書いた著者名

辞書・事典によっては、【関連項目】
（関係のある他の用語）が表示され
ていることもある。

「Knowledge Searcher」
をクリックした状態で、
本文内のことばを選択
すると、ポップアップ表
示で解説が見られる！
※Japan Knowledge Libに
収録されている用語のみ。

収録内容は、専門家・出版者によってきちん
と査読されています。用語を調べる際は、
このような信頼できる情報源を使いましょう。

テーマをもっと詳しく知りたい
時には、参考文献や関連
サイトもチェック。
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② ③

【検索対象】
収録されているすべての
コンテンツでも、特定の
事典・辞書でも検索可能

終了時には必ず

ログアウト！

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsiIGa_sDJAhXEYqYKHSXpCs0QjRwIBw&url=http://www.illust-box.jp/sozai/all/kw_%E9%9B%BB%E7%90%83/&psig=AFQjCNEyrnw1vlldvEEfnpIJ4CyG4Luaww&ust=1449276594875303


検索エンジンとデータベースの違い

ウィキペディアとデータベースの比較

Wikipedia：
「信頼性について検証」が求められている。

Japan Knowledge Lib：
執筆者・出版者が明記されている。
＝責任の所在の明示

Japan Knowledge Lib：
参考文献や関連項目の表示あり。

―中略―
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▲裏付けが必要なことも
◎信頼性が高い

◆企業･個人が作成

⇒情報の価値を評価して

選択する責任が伴う

◆情報が管理され、以下
が明らかになっている

・発信者、引用と出典、
情報の発信された日時等

契約データベース
ウェブサイト

SNS など

◆政府・公共機関

⇒信頼性が比較的高い

http://www.hosei.ac.jp/library/service/Twitter.html


？新聞の種類？

新聞は一般紙と専門紙に分けられます。
◎一般紙 ： 朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 Japan Times など
◎専門紙 ： 日刊工業新聞 日経産業新聞 など

？新聞の形態？

新聞の縮刷版（1ヶ月ごとにまとめたもの）やデータベースなど紙以外の形態もあります。
●法政大学図書館で利用できる新聞記事データベース

・聞蔵IIビジュアル（朝日新聞） ・日経テレコン21（日経4紙）
・ヨミダス歴史館（読売新聞） ・毎索（毎日新聞）

？新聞記事の検索？

◎縮刷版 ： １ヶ月単位で索引を使って探すことができる
◎データベース ： 任意のキーワードで過去から現在まで一括して検索できる

① 図書館ホームページの
「オンラインDB (E-Database)」より入る

※学内LANに接続された端末をご利用ください

② 右上のログインをクリック
③ ログイン画面でID/パスワードを入力

(統合認証で使用するもの）
④「日本の新聞記事を読む」をクリック
⑤「ヨミダス歴史館」をクリック
⑥ 検索対象(平成・令和)を選択

ヨミダス歴史館へのア
クセス

4. 新聞記事検索

⑥

『ヨミダス歴史館』
読売新聞の記事が検索・閲覧できるデータベース。
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②

⑤

①

③ ④



検索条件の入力

検索結果の見方

クリックすると、入力したキーワー
ドに関連の高い記事がピックアッ
プされる

興味のある記事をク
リック

辞書機能：調べたい言葉を入力し
て各アイコンをクリック

辞書機能：本文の調べたい部分
を選択（ポインタで指定）して各リ
ンクをクリック

クリックすると、記事イメー
ジが拡大表示される
*2008年12月以降に限る

キーワードが複数の場合は、
スペースで区切って入力

検索対象期間の指定

地域面の指定

記事の分類指定

■検索ワード（例）

人工知能・オリンピック
大学・ＮＰＯ 等

終了時には必ず

ログアウト！
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◆私的利用のための複製

◆図書館での複製
※全体ではなく一部分

※雑誌の最新号は制限あり

◆報道、批評、研究などのための引用

※出典を明示すること

◆「試験問題」としての複製
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▶著作権・引用について

「著作権」について

①

②

全ての著作物は、著作権法とい
う法律で守られています。
著作権者の了解無しに行うこと
ができるのは・・・・



◆引用したい文が短い場合

ところが、A山は「○○は××である」（A山 1911: 66）と主張して
いる。･･･

◆引用したい文が長い場合

B岡は、次のように述べている。

それに対し、このケースでは････である。

引用の方法（例）

引用したい文章

20

（B岡 2007: 18）

引用部分は二文字程度下げる

かぎ括弧でくくる

引用文の前後を
一行あける

レポートの最後に「参考文献」リストをつけよう

著者名の五十音順に並べます。

【参考文献】

浅利圭一郎，2014，『決めごとのきまりゴト――1人1票からはじめる民主主義』旬報社．

池上彰・佐藤優，2016，『僕らが毎日やっている最強の読み方』東洋経済新報社．

小玉重夫，2016，『教育政治学を拓く――18歳選挙権の時代を見すえて』勁草書房．

出版年 出版者著者名 書名

出典の書き方（例）



【電子ブックを使ってみよう】

・Kinodenで「地球の歩き方（台湾）」を
探してみよう。
法政大学にありましたか？ 有 ・ 無

【HOSEI Searchを使ってみよう】

・「SDGs」に関するオンライン上で読
める電子ブックを探してみよう。

Twitterゆるくつぶやき中♪ アカウント名：＠hosei_tLib

便利な電子サービスを活用してみよ
う

解 答
演習問題１①【タイトル：「大学生のためのアルバイト・就活トラブルQ&A」 著者：石田眞, 浅倉むつ子, 上西充子】

②95件 ③117件
演習問題２①無 ②74件 ③青山学院・東洋・学習院・明治学院・明治 （検索結果は2020年7月時点）
【電子ブック】 データベース→電子ブックを読む→KinoDen：キノデン→蔵書検索「地球の歩き方 台湾」
【HOSEI Seach】 HOSEI Searchで「SDGｓ」と検索→オンラインで本文ありに選択→ 図書/電子書籍を選択


