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所蔵の有無は�家からアクセス可 

読めるかどうかは VPN 設定で家

�からアクセス可 

◆◆◆図書館を使う練習問題◆◆◆ 

■ＯＰＡＣを使う練習 

アクセスＳＡＩＮＳポータル＞図書館システム＞図書検索

（ＯＰＡＣ） 

図書館に所蔵している資料を検索できる「ＯＰＡＣ」。 

大学図書館を使う第 1歩として、ＯＰＡＣの使い方を 

マスターしましょう！ 

 

【練習問題】あなたは次の 1)～5)の本、または雑誌を読んでレポートを書くことになりました。OPAC で検索

し、館内の棚から取り出して読めるように、必要事項を解答欄にメモしてください。 

 

【検索のポイント】単語で区切って入力すること 

       単語は２～３語で検索すること 

 

1) 【本】『大学生のための研究ハンドブック : よくわかるレポート・論文の書き方』ノートルダム清心女

子大学人間生活学科編 大学教育出版 2011 

【注意】2冊以上所蔵している時は、どれをメモしても OK。貸出中には注意！ 

 

 

1） 配架場所 請求記号 状態 

解答欄 
 

 
／     ／ 

 

 

2) １）の本は電子ブックでも読める？ 

【ポイント】電子ブック は  をクリック！ 

２） 解答欄 所蔵は？（ ある ・ なし ） （ 読めた ・ 読めなかった ） 

  

3) 【本】『安全神話崩壊のパラドックス : 治安の法社会学』河合幹雄著 岩波書店 2004 

 

【注意】配架場所が「自動書庫」の時は、図書館内プリントラボの OPAC で「出庫指示」をするので 

登録番号をメモしよう！  

 

 

3） 配架場所 登録番号 状態 

解答欄 
 

 
 

 

区切る！ 

配架場所（はいかばしょ）とは…その本が並んでいる場所のことです！ 

�家から 

アクセス可 
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4) 【本】『日本キリスト教歴史大事典』日本キリスト教歴史大事典編集委員会編 教文館 1988 

 

【注意】「状態」もチェック。禁帯出＝貸出不可。館内で見てね。 

 

4） 配架場所 請求記号 状態 

解答欄 
 

 
／     ／ 

 

 

5) 【雑誌】「藝術新潮（げいじゅつしんちょう）」の最新号は何号？（「芸術新潮」と表示されます。） 

 

【注意】雑誌を探すときは、詳細検索で「雑誌」にチェック 

 

5) 解答欄 配架場所は？（          ） 最新号は？（         号 ） 

 

★MyOPAC を活用しよう！ 
借りている本の期限延長、本の予約、返却期限のお知らせメールの設定など、MyOPAC には便利な機能が
あります。ぜひ活用しましょう！ 

画面右上の をクリック。 

SAINS のログイン名とパスワードでログイン。 

 

 

 

�家から 

アクセス可 
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VPN設定で�家

からアクセス可 

この画面までは 

�家から 

アクセス可 

 

■データベースにアクセス 

★アクセス ＳAINS ポータル → 図書館 HP → データベース  

→ 学部学科のお勧めから探す：自分の学科にチェックを入れて→ 表示 をクリック 

 

表示されるページは、あなたの学科に関連の深いデータベースのリストです。このリストの中から、興味がある
データベースにアクセスしてみてください。本日は次のページ以降の２つのデータベースを使います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

データベースへのアクセスについて 

・学内のみは、大学内に接続されたパソコンからしかアクセスできません。 

・ただし、学内のみのうち、VPN 可は、VPN 接続の申請をすると、家のパソコンからもアクセスできます。 

【VPN 接続は  SAINS ポータル→情報処理ｾﾝﾀｰ→SAINS 情報→VPN 接続 から申請できます。】 

 家のパソコン等、学外からアクセスする時は、この↑「VPN 接続」を申請し、VPN 接続が完了してからア

クセスしてください。 

・同時アクセス数の制限があるデータベースもあります。接続できないときは、しばらく待った後、 再度ア

クセスしてみてください 

・図書館ＨＰからリンクしているデータベースの利用料金はかかりません。 

・VPN 接続時の通信料金は、別途かかりますのでご注意ください。 

 

■新聞記事データベースの検索練習 

本日は「日経テレコン２１」を使います。 

「日経テレコン２１」とは、日経新聞社が発行している新聞記事などを検索でき

るデータベースです。就職活動などで、企業研究をする時にも使えます。 

 

アクセス★→国内新聞：日経テレコン 21→検索窓にキーワードを入力→「検索」→ 

 

【練習問題】あなたが履修している科目で、大学生と福岡に関する新聞記事を読み、自分の意見を A4 サ

イズ 1枚の用紙にまとめ、先生へ提出する課題が課されました。「日経テレコン 21」で新聞記事

を検索し記事を選びましょう。また、提出する文章に書く「出典情報」を確実にメモしましょう。 

 

ポイント 

レポート等で使えそうな記事（自分の主張の根拠となる記事）を見つけた時は、必ず「出典情報」

をメモしておきましょう。メモは、手書きメモ、メールで送る、携帯写真など、自分がやりやすい方

法でＯＫです。 

出典情報とは、本の場合はタイトル、著者、出版社、出版年等、その本を特定するための情報です。

新聞記事の出典情報は以下の項目です。 

 



2022 図書館利用説明会（初級編） 

 4 / 7 

VPN設定で�家

からアクセス可 

↓新聞記事の出典情報（メモする項目）↓ 

見出し / 掲載年月日 / 新聞名 / 朝刊 ro 夕刊 or 地方版（記載があれば） 

  
※本日は、見つける記事を指定します。（既に「見出し」はメモ欄に書かれています） 
「大学生 福岡」の２つのキーワードで検索し、下記見出しの記事の出典情報を記入してください。 

 

出典情報メモ欄     

   見出し：上野誠―「親ガチャ」超える人生の知恵、今、ここで学び、生きて、咲く（半歩遅れの読書術） 

   掲載年月日：       年       月       日 

新聞名：        朝刊・夕刊（あれば○を）            ページ 

 

◎読みたい記事に があれば必ずクリック！ 

 新聞記事を切り抜いた形で表示され、写真やグラフ等、より詳しい情報を確認できます。 
 

◎「日経テレコン２１（日経紙）」の他に、「朝日新聞クロスサーチ（朝日新聞）」「毎索
まいさく

（毎日新聞）」 

「ヨミダス歴史館（読売新聞）」「西日本新聞データベース」といった各社のデータベースもあります。 

 
◎【重要】使い終わったら 

ログアウトしてください。 
画面右上の →ＯＫ 

 

■雑誌記事/論文データベースの検索練習 

本日は「CiNii Research(サイニィ リサーチ)」を使います。 

「CiNii Research」とは、国内の大学・研究機関等の刊行する研究紀要の文献情報や、国立国会図書館

等の外部連携機関、機関リポジトリ等の研究データ、KAKEN の研究プロジェクト情

報などを横断的に検索することができます。日本語で書かれた論文・研究成果を

探す際に、最も主要なデータベースと言っても良いでしょう。 

 

アクセス★→和雑誌論文(フルテキスト有)：CiNii Research (サイニィ リサーチ） 

 

【練習問題】あなたが履修している科目で、西南学院大学とスポーツに関する論文を１つ探し、その論

文の内容をまとめて、クラスのみんなに発表する課題が出ました。「CiNii Research」で検索し、

論文を選び、発表する時に説明できるよう「出典情報」を確実にメモしましょう。また、見つけ

た論文がオンラインで読めるかどうか、そして、西南学院大学図書館に紙の雑誌として所蔵され

ているか、も確認しましょう。 

ポイント１ 

 CiNii Research は、雑誌記事/論文の情報以外にも様々な形態の研究成果が収録されています。探

したい情報の形態がハッキリしている場合は、例えば、データ種別を「論文」に絞りましょう。 

ポイント２ 

P3.の新聞記事と同じで、発表やレポート等で使えそうな論文や雑誌記事を見つけた時は、必ず 

「出典情報」をメモしておきましょう。論文の出典情報は以下の項目です。      

収録刊行物の欄を読み取りましょう。 
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     ↓論文や雑誌記事の出典情報（メモする項目）↓ 

タイトル / 著者名 / 雑誌名（その論文が載っている雑誌のタイトル） 

/ 掲載巻号（何巻何号に載っているか） / ページ（何ページに載っているか） 

 

ポイント３ 

CiNii Research で検索した論文が、オンラインで読めるかを確認するには、詳細画面の論文タイ

トルの下の欄を見ます。この欄に「機関リポジトリ」「DOI」(出版者が提供する本文へのリンク)

などのアイコンが表示される場合は、オンラインで本文を読めることがあります。クリックして

アクセスしましょう。 

 

ポイント４ 

CiNii Research で検索できる論文は、全てオンラインで読めるわけはありません。著作権等の関

係で、web 上に公表しない論文もあります。オンラインで読めなくても諦めてはいけません！ 

その論文を掲載している雑誌が、西南学院大学図書館に所蔵されているならば大丈夫！ポイント

２で、確実に出典情報をメモしておけば、下記の手順で論文を読むことができます。 

① OPAC に「雑誌名」を入力して検索 ※論文の「タイトル」ではなく「雑誌名」で検索！ 

② 該当する巻号の配架場所を確認 

③ 該当巻号を棚から取り出す 

（バックナンバーの場合は 

自動書庫からの出庫指示を！） 

④ 論文が載っているページを開く 

⑤ 読む、または必要個所のコピーを取る 

 

 

「西南学院大学 スポーツ 」の２つのキーワードで検索し、ヒットした論文を一つ自分で選択して、その

出典情報をメモ欄に記入してください。（このページの下の方にある CiNii Researchの 論文詳細画面

の読み取り方を参考にしてください。） 

出典情報メモ欄     

   タイトル： 

 

   著者名：        

 

雑誌名：           巻号：           ページ： 

   

オンラインで読めますか？     読める ・ 読めない（○をつける） 

  西南学院大学図書館にありますか？ 所蔵あり ・ 所蔵なし（○をつける） 

  ある場合は配架場所はどこですか？ ：   

 

本文等へのリンク 

 論文のタイトル
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↓CiNii Research の論文詳細画面の読み取り方↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイトル 

著者名 

(この場合は 3 名の

共著です) 

このようなバナーがある時は、オンラインで本文が全文読めることがあるの

で、クリックしてみましょう 

このバナーは OPAC への直接リンクです。その雑

誌を西南学院大学図書館で所蔵している場合

は、配架場所等が表示されます。 

抄録（しょうろく）とは、要約文のことです。 

この部分に、雑誌名、巻号、ページ数 が出ています。 

 

この例の場合は・・・・・ 

雑誌名：日本音響学会誌 

巻号：73 巻 10 号 

ページ数：p625～637 

出版年：2017 年 

検索結果を絞り込むことができま

す。必要に応じて活用しましょう。 
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VPN 設定で�家

からアクセス可 

 

■ディスカバリーサービス 

アクセス図書館 HP トップページ：ディスカバリーサービス検索 にキーワードを入力 

 

ディスカバリーサービスは、OPAC、データベース、インターネット上の学術的に確かであると確

認された情報、などを、一度に検索できるツールです。 

色々調べないといけないけど、どのデータベースを使ったら良いか分からない！という時は、

ディスカバリーサービス で検索してみてください。Google やスマホの検索機能を使う感覚で使え

ますが、それらより高い精度で、レポートや発表に使える確かな情報がヒットします。 

 

 

 

 

 

【練習問題】あなたは、東京オリンピックに関する情報を集め、それらをまとめて先生に提出すること

になりました。先生からは「できるだけ多種類のメディアから情報を集めて来た人に高い点数を

与えます」と言われています。ディスカバリーサービスを使って、本、新聞、論文、それぞれの

メディアで関連する情報を探してください。また、それぞれの「出典情報」をメモしましょう。 

 

ポイント ディスカバリーサービスは、非常に多くの情報がヒットするので、画面左側の「出版物タイ

プ」等で絞込みをすると便利です。 

 

本 の出典情報メモ欄・・・出版物タイプ→書籍  

   タイトル： 

   著者：              出版社：           出版年： 

 

新聞 の出典情報メモ欄 ・・・出版物タイプ→ニュース 

   見出し：  

   掲載年月日：       年       月       日 

新聞名：        朝刊・夕刊（あれば○を）            ページ 

 

論文 の出典情報メモ欄 ・・・出版物タイプ→学術専門誌 

   タイトル：  

   著者名：        

雑誌名：           巻号：           ページ： 

辞書 

本 

論文 

新聞記事 

動画 

ここにキーワードを入力 

出版物タイプ 

で、絞込み 

などなど 
様々な情報が Google
より高い精度でヒット
します 




