
【雑誌記事の探し方】

立教大学図書館 2022



図書と雑誌の違い

図書 例）教科書

・出版形態：基本的に1冊で完結、個別のタイトルを持つ
・内容（学術的観点）：一定の研究成果を体系的にまとめたものを掲載

雑誌 例）週刊誌AERA、nature

・出版形態：同一タイトルで定期的に刊行、終刊を予定しない
・内容（学術的観点）：最新の研究成果や時事情報などを掲載



雑誌とは

• 学術雑誌と大衆雑誌がある

• 論文・記事が掲載されている

• 巻号がついている

• 定期的に刊行される

• 発行年によって外見が変わる ⇒ 新着雑誌と製本雑誌

• 配架している場所も異なる
図書館の雑誌
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・雑誌名・刊行物名
・巻（号）

これらはOPACで検索できる
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雑誌記事はどこにあるか？

１． ネット上
（例）PDF、機関リポジトリ、CrossRef、J-STAGE etc.

２． 立教の図書館

３． ネット上にも立教にもないが、他大学の図書館にある



国内
大宅壮一文庫雑誌記事索引、雑誌記事索引データ
ベース、CiNii Research、magazineplus、国立国会
図書館オンライン、NII-REO etc.

海外

ACS Journals、Cambridge Core、EBSCOhost
（Academic Search Complete、Business Source 
Complete、PsycARTICLES（新座のみ接続））、
SocINDEX with Full Text）、JSTOR（Arts & 
Sciences I/II/III/V/VI/VII Collection、ProQuest
Platform（Dissertations & Theses Global、
Sociological Abstracts）、ScienceDirect etc.

雑誌記事データベース



データベース利用時の注意

注意１

注意２

注意３

同時アクセス数に気をつける

利用後はログアウトする

収録／検索の範囲・期間に気を
つける



データベースにアクセス

2022年4月国内の全分野の主要な学術論文を検索するデータベースCiNii
Articlesを統合

JaLC、IRDB、雑誌記事索引データベース他を収録し、膨大な数の国内学術文献
の本文にリンクが貼られている。

文献の他に、研究データ、研究プロジェクト情報などを、一つの検索画面から横断
検索ができる。



CiNii Researchにアクセス
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CiNii Researchトップページ

論文を選択

検索窓下のデータ種別で論文を選択する



13

CiNii Research 論文の検索

キーワード入力 →「検索」

「詳細検索」は矢印をクリック



CiNii Research 論文の詳細検索

検索語を該当する各項目に対して指定し、
複数の検索条件の関係（論理演算）、出
版された時期などを指定して検索できる。

選択しておくと、あらかじめ
ネット上で記事を読めるもの
だけを検索できる

検索対象のデータソースにチェックを入
れて絞り混み検索ができる。



CiNii Research(論文) 検索結果画面

A データ種別

B
絞り込み

検索結果リスト



検索例

ネット上で読めない



⇒ が表示されない

CiNii Research(論文) ログイン状態と検索結果

学内からアクセスしている時は
「立教大学」と表示

＊立教大学の機関認証を経てログインしていないと…

◎ログイン状態表示 ◎検索結果



機関認証でログインするには

・V-Campus ID/PWで認証の上「学認Gakunin接続」（事前設定不要）
・Proxy接続（事前設定）

以下のどちらかの手続きを経てログインする。

図書館ウェブサイト 「オンラインコンテンツへのリモートアクセスの設定方法」
ページを読む http://library.rikkyo.ac.jp/search/remote/



情報の読み取り方（記事詳細画面）

・雑誌のタイトル
・巻号数 巻（号）
・ページ
・出版（刊行）年（月）



情報の読み取り方（記事詳細画面）

雑誌記事のタイトル論文の著者名

雑誌タイトル 巻（号） ページ 出版（刊行）年（月）

参考文献・引用文献を書く際
必要な情報



検索結果に全文へのリンクがない場合
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アイコンが のみ
↓

クリックして立教大学図書館に
雑誌が有るかどうか検索する
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探している文献の情報 ＝
CiNii Researchの検索結果

図書館にある雑誌の所蔵を検索する

収録雑誌の所蔵状況

配架場所へ行く



図書館にある雑誌の所蔵を検索する

雑誌の探し方

・雑誌の並び順は、雑誌タイトルのローマ字表記の
アルファベット順

・紀要の並び順は、機関名のアルファベット順

請求記号順
ではない



確認する順番

・配架場所：新しいもの（新着雑誌）と少し古いもの（製本雑誌）は、
見た目が異なる

・新着雑誌は1冊ごと、製本雑誌は複数冊をまとめている

立命館産業社会論集 ①配架フロア・配架エリア＞②書架の掲示＞③巻号数



冊子体の雑誌のコピー

雑誌を入手したら、該当の巻号・ページに読みたい雑誌記事・
論文が載っていることを確認する

図書館のコピー機でコピーする

※図書館外への持ち出しは出来ません！



複写（コピー）のルール

◎著作権法より

・著作物全体の半分以下に限定
（著者の死後70年（原則）を経過していない保護期間にある著作物の場合）

・雑誌・新聞記事は、次号が刊行されるか、発行後3ヶ月経った

ものに限り、全体の複写が可能

・複写は、1人につき1部に限定

なお、私的なノート等の複写はできません。
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ref.) 大学図書館における著作権問題Q&A
https://julib.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/07/copyrightQA.pdf

＊分からない時は、図書館スタッフに相談してください。



雑誌記事はどこにあるか？

１． ネット上
（例）PDF、機関リポジトリ、CrossRef、J-STAGE etc.

２． 立教の図書館

３． ネット上にも立教にもないが、他大学の図書館にある



立教に所蔵がない場合
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近隣の大学図書館 ＊休止中
⇒紹介状を持参、訪問

遠くの大学図書館
⇒文献取り寄せ（ILL）

山手線コンソ協定校 ＊休止中
⇒学生証を持参、訪問

ご相談ください！
・池袋図書館B１Fカウンター
・新座図書館１Fメインカウンター



山手線沿線私立大学図書館コンソーシアム
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立教

専修

青山学院

学習院

國學院

東洋

法政

明治

明治学院

参加9大学

利用する前に、各大学の利用条件
を確認してください！

➢学生証で登録・利用可能

➢大学により条件が異なる

http://library.rikkyo.ac.jp/service/yama
note/

休止中



その他の大学の所蔵確認
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CiNii Books

立教
OPAC

A大学
OPAC

B大学
OPAC

X大学
OPAC

所蔵館検索

都道府県立

図書館

OPAC

専門
図書館
OPAC

海外機関
OPAC

国内大学図書館等の所蔵を横断検索



立教大学図書館は、立教大学のみなさんの学習と研究を
サポートします。

図書館の資料やサービスをご活用ください。。

池袋図書館 〒171-8501  東京都豊島区西池袋3-34-1  TEL.03-3985-2628
新座図書館 〒352-8558 埼玉県新座市北野1-2-26  TEL.048-471-7119。


