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図書館活用講座～特別編～

パンフレット 
このパンフレットは 2017年度に社会学部 1年次生を対象に開講した図書館活用講座～特別編～

受講生向けに図書、雑誌論文、新聞記事の探し方をまとめたものです。 
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図書の探し方 

READ（ディスカバリーサービス） 

 立教大学が所蔵する図書・雑誌やオンラインデータベース、電子ブック、電子ジャーナルなどを一

括で検索することのできる統合検索システムです。 

立教大学図書館ウェブサイトのトップページからアクセスできます。 

トップページの検索窓に 2つあるタブのうち「READ 統合検索」を選択し、キーワードを入力して検索

します。 

 

検索結果一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファセット 検索結果一覧 

詳細情報 
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 検索結果一覧画面では、中央部に検索条件にあった文献一覧が表示されます。文献情報のプレ

ビューを開くと、下側にその文献の詳細情報が表示されます。左側は、「ファセット」と呼ばれる絞込み

機能の一覧が表示されています。 

 

ファセットによる絞込み 

 READは、多くのデータベースを統合検索するので、件数がとても多くなります。そこで、ファセット

 

文献入手のしかた（図書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①フォーマット「図書／電子書籍」で絞り込んでみると、②のように立教大学図書館に所蔵のあるも

のには所蔵状況が表示されます。なお、複数館で所蔵している場合は、（+1その他）のリンクをクリッ

クして詳細を確認することもできます。所蔵状況のリンクまたは、③の図書タイトルリンクをクリックする

とつぎのような蔵書検索の書誌詳細画面が開きます。 
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図書の書誌詳細画面では、上段にあらすじ・目次・著者略歴情報（学内限定）、データ種別など、中

段に資料の所蔵情報、下段に書誌詳細が表示されます。中段の所蔵情報には、その図書の「請求

メモ」「配架場所」「巻次」「請求記号」「登録番号」「状態」「コメント」「ISBN」「予約」が表示されます。

この例では、検索した図書が “新座図書館 一般 B” と “池袋図書館 B1F東 一般 B” の二箇

所に配架されている状態を表示しています。  

 

※「請求記号」は「配架場所」における並び順を表します。書誌詳細画面の所蔵情報の欄に表示され、同

じ記号が資料の背ラベルに表記されています。図書資料は請求記号順に並べられているので、資料を探

しに行く際に必要な情報です。以下のように、請求記号は 3つの項目から成り立っています。  

 

【分類番号】 一定の基準によって主題別に付された番号。各番号がどの分野を示すかは、館      

内に掲示してある日本十進分類法（NDC）の区分表を参照ください。  

【著者記号】 著者名、団体名や書名を記号化したもの。  

【巻号】  通常、シリーズの場合に巻数・年次などの巻号表示が付与されています。 

 

※「登録番号」は、図書館の資料ひとつひとつに付された独自の番号です。  

※自動書庫資料には、池袋キャンパス内及び、新座図書館内で検索した場合に限り出庫ボタンが表示さ

れます。 
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雑誌論文の探し方 

雑誌論文とは、学術雑誌に掲載されている研究成果のことです。自身のテーマに関係する研究と

してどのようなものがこれまで発表されてきたのかを確認する（先行研究調査）ために欠かせない情

報媒体です。図書の探し方で使った READでも、検索結果一覧から雑誌論文や雑誌記事で絞り込

んで探すこともできますが、国内の雑誌論文を探すには、CiNii Articles（さいにぃ あーてぃくるず）と

いうデータベースが適しています。 

雑誌論文の書誌情報 

雑誌論文は、論文タイトル、著者名、雑誌タイトル、巻（号）、ページ、出版年の各項目によって記

述されます。これらの項目は、論文を探すときだけでなく、自身のレポートや論文に引用する場合にも

記述しなくてはなりません。CiNii Articlesの画面を例に確認してみましょう。 
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CiNii Articles  

アクセス先 http://ci.nii.ac.jp/ja  

 

 

 

 

CiNii Articles には、1,700万以上の雑誌論文情報が収録されており、論文本文を読めるものと

読めないものがあります。 

 

（a）ネットで本文を読める場合 

「CiNii PDF-オープンアクセス」や「CiNii 外部リンク」、「機関リポジトリ」、「J-STAGE」といったオレン

ジ色のマークのついている論文は本文を読めます。 

 

CiNii PDF – オープンアクセス 

 

http://ci.nii.ac.jp/ja
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機関リポジトリ 

 

J-STAGE 
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（b）ネットで本文を読めない場合 

(a)で紹介したマークが無く、「立教大学 OPAC」のみの論文は、ネット上で本文を読むことはできま

せんので、立教大学で冊子体を所蔵しているか確認します。 
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※所属のキャンパスにない資料は、現物またはコピー（有料）を取り寄せられます。 

• http://library.rikkyo.ac.jp/service/order/ 

 

雑誌の形態 

 雑誌は、新しいものと少し古いものとで見た目が異なります。下の写真にあるように、新しいもの（左）

は 1冊ごと、少し古いもの（右）は複数冊まとめて製本されて書棚に置かれています。 

 

http://library.rikkyo.ac.jp/service/order/
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立教大学に所蔵のない場合 

 読みたい雑誌論文を立教大学で所蔵していな場合は、学外資料を利用することになります。 

【学外資料の利用】 

• 山手線コンソーシアム加盟大学（青山学院大学、学習院大学、國學院大學、東洋大学、法政大

学、明治大学、明治学院大学）と埼玉大学では、特別な手続きなく直接訪問して利用できます。 

• http://library.rikkyo.ac.jp/service/yamanote/  

• http://library.rikkyo.ac.jp/service/saitama/  

• 山手線コンソーシアム加盟大学と埼玉大学以外の国内大学・研究機関へ訪問やコピー依頼、資

料取寄せ依頼をすることもできます。この場合、図書館を通じて相手館に連絡するので、必ず、

池袋図書館 B1F カウンターで相談してください。 

• http://library.rikkyo.ac.jp/service/reference/  

   

コピー 

冊子体の雑誌は、貸出をしていません（館外持ち出し禁止）ので、図書館のコピー機でコピーを行

います。著作権法に基づき、最新号については論文・記事全体のコピーはできません。次号が刊行さ

れるか、発行後３ヶ月を経ったものに限り、記事全体をコピーできます。（著作権法 31条の権利制限

規定） 

 

 

  

http://library.rikkyo.ac.jp/service/yamanote/
http://library.rikkyo.ac.jp/service/saitama/
http://library.rikkyo.ac.jp/service/reference/
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新聞記事の探し方 

新聞記事の探し方には主に 3つあります。 

① 新聞紙を読む 

毎日朝夕発行されている新聞紙には最近の出来事が掲載されています。 

② 縮刷版を読む 

一ヶ月以上経過した時点で過去の新聞紙を縮小して冊子にしたものが縮刷版です。 

③ 新聞記事データベースで探す 

収録期間内の新聞記事をキーワードで検索することが可能です。インターネットニュースのように

消えてしまうことなく、蓄積され保存されています。実際の紙面レイアウトを見ることもできます。 

国内の代表的な新聞記事データベース 

 国内の新聞記事データベースは新聞社ごとに用意されており、データベースごとに収録されている

期間が異なります。残念ながら現時点ですべての新聞を横断的に検索するサービスはありません。   

 

The Sankei Archives（産経新聞） 日経テレコン 21（日経新聞） 

1992年 9月～（東京本社版）、 

1998年 12月～（大阪本社版） 
同時アクセス 1 

1975年～（見出し）、 

1981年～（全文）*日本経済新聞 

同時アクセス 10 

聞蔵Ⅱビジュアル（朝日新聞） 毎索（毎日新聞） 

1879年～、 

切り抜きイメージ 2005年 11月～ 

同時アクセス 5 

1872年～ （見出し） 
1987年～ （全文） 
同時アクセス 2 

中日新聞・東京新聞 ヨミダス歴史館（読売新聞） 

1987年～（中日新聞） 
1997年～（東京新聞） 
同時アクセス 1 

1874年～、 

切り抜きイメージ 2008年 12月～ 

同時アクセス 5 

【アクセス方法】立教大学図書館ホームページ（http://library.rikkyo.ac.jp/） 

>> オンラインデータベース >> 目的別 >> 新聞記事を探したい 

新聞ごとの違い 

「公害 化学物質」という検索キーワードで検索をしてみた結果が次の通りです。 

聞蔵Ⅱビジュアル 日経テレコン 21 ヨミダス歴史館 

804件 165件 308件 

  ※検索期間はすべて全期間を設定しています 

http://library.rikkyo.ac.jp/
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このように、同じキーワードで検索しても件数が異なります。一見、件数が多いデータベースが適し

たデータベースのように思えますが、件数が多いデータベースに良い記事がたくさん収録されている

とは限りません。情報検索の質を高めるためには、様々な媒体から情報を得ることが大切です。 

 

新聞記事データベースで検索するときの注意点 

 注意１ 「同時アクセス数に気を付ける」 

新聞記事データベースだけでなく、多くのオンラインデータベースは同時アクセス数（同時にアクセ

スできる人数）に制限があります。もしアクセスが出来ない場合は暫く経ってからもう一度アクセスして

ください。 

 注意２ 「利用後はログアウトする」 

ログアウトをせずにインターネットの☓ボタンでページを閉じてしまうと、ログインしたままになってしま

います。そのままアクセス数を満たすと利用したい人が利用できなくなるため、注意しましょう。 

 注意３ 「収録／検索の期間に気を付ける」 

前述した通り、データベースに収録されている期間は、データベースごとに異なります。例えば、

1900年の出来事を検索したい時に日経テレコン 21（収録期間 1975年以降）を調べても、当時の

新聞記事を手に入れることはできません。 

また、検索に指定している期間も、データベースによって異なります。初期設定では朝日、読売は

全期間、日経は 1年で設定してあるので、注意する必要があります。 
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最後に 

実際に課題に取り組む際には、まずは、手がかりを得る段階では、テーマや課題の概要や具体的

な用語を理解し、おおよその全体像をつかみます。その場合、概要をまとめて解説している新聞記事

や雑誌論文、参考図書などを調べるのが効果的です。そこから自分の書きたい具体的なテーマへと

絞り込みます。 

つぎに、テーマが固まったら、どのような視点から論じていくかを考え、必要な情報を集めます。情

報を集めながら、選んだ文献（図書、雑誌論文、新聞記事）の内容を整理・記録し、考えたこと・思っ

たこともメモしておきます。専門書や研究書だけでなく、学術雑誌や紀要、専門雑誌などにあたるのも

効果的です。様々な情報媒体から多様な知見を得ることが重要です。必要な情報がある程度集ま

ったら、執筆を開始しましょう。 

 

このパンフレットについての質問は「ラーニングアドバイザー」までお寄せください。授業課題につい

ての質問や学習相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。 

 時間： 平日 12:00～17:00 土曜日（試験期間前のみ） 9:00～12:30 

 場所： 池袋図書館 2階カウンターそば／新座図書館 2階「しおり」 

 予約： 不要 
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