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講習会の構成
文献探索の予備知識
• 論文作成と文献探索
• 参考文献リストの見方
• 文献探索ナビ

資料タイプと探し方１：図書・雑誌・電子ジャーナル・電子ブック
• 図書館OPACの検索と実習
• 便利なサービス（１）マイライブラリ
• 便利なサービス（２）電子ジャーナル等への学外アクセス

資料タイプと探し方２：雑誌論文
• データベースの選択
• CiNii Articlesの検索と実習

GRIPS内で利用できなかった場合
• 他機関の図書館資料の利用
• 図書購入希望の申込み
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文献探索の予備知識

論文作成と文献探索
論文作成の流れ

図書と雑誌論文の違い
図書
• 定説的・体系的な知識

• 速報性には欠ける（出版までに時間がかかる）

雑誌論文
• 速報性＝最新の研究動向（定期的に発行）

• 論文のみで図書になっていない先行研究もある

先行研究
調査

テーマの
確定

素材の
収集

執筆
出版
公表

評価

文献探索文献探索
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参考文献リストの見方
（図書と雑誌論文の違い）

 SIST02 のスタイルで記述した例
 参考文献の記述スタイルは、研究分野や雑誌により異なります。
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松谷明彦. 人口流動の地方再生学. 日本経済新聞出版社, 2009, 243p.図書
単著 著者 タイトル(書名) 出版者名

出版年

総ページ数

雑誌論文
藤本健太郎. 都市部の待機児童と地方の保育所閉所の対策に関する考
察. 静岡県立大学・経営情報学部研究紀要. 2017, 30(1), p. 17-29.

著者 タイトル(論文名)

巻(号)雑誌名 開始・終了ページ出版年

図書
複数著者による
図書の一部

有本建男． “科学的助言のプロセスと原則” 科学的助言 : 21世紀の科学
技術と政策形成．有本建男ほか．東京大学出版会，2016，p. 37-54.

章の著者 章のタイトル(見出し)

出版者名図書の著者 開始・終了ページ出版年

タイトル(書名)



文献探索ナビ
（１）GRIPS図書館やオンラインで入手

①資料タイプによっ
て検索ツールを選択

図書館で利用

②GRIPS内で利用
できる場合

オンライン入手

③④他の方法で入手
（次のスライドに続く）
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文献探索ナビ
（２）他の図書館資料の利用／購入希望

図書館やオンラインで利用できなかった場合

③他機関の

図書館資料
を利用する

④図書購入希望
の申込み
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文献探索ナビ

（３）まとめ
①資料タイプによって検索ツールを選択

②GRIPS内で利用できる場合
 GRIPS図書館で利用：図書館所蔵資料

 オンライン入手：契約電子ジャーナル・電子ブック、Web公
開資料など

-----GRIPS内で利用できなかった場合-----

③他機関の図書館資料を利用する

④図書購入希望の申込み
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GRIPS図書館ウェブサイト

http://www.grips.ac.jp/main/lib/

マイライブラリ

学外アクセス

GRIPS
機関リポジトリ

データベース･
電子ジャーナル

OPAC

（詳細検索
へのリンク）
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OPAC
（簡易検索）

http://www.grips.ac.jp/main/lib/


資料タイプと探し方１
図書・雑誌・電子ジャーナル･電子ブック

GRIPS図書館OPAC
を検索

まずは手近なところ
を探してみる
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オンライン蔵書目録



OPACの検索

（１）できること
GRIPS内で利用できる資料の検索
• 図書館所蔵の「図書」「雑誌」「新聞」等

• GRIPSで契約している「電子ジャーナル」「電子ブック」

国内の他大学等図書館資料の検索
→対象データベースで「他大学等の所蔵(NII目録)」を選択

注意
• 雑誌論文のタイトルでは検索できません。

「他大学等の所蔵(NII目録)」を選択した場合も同様です。

論文データベースで検索、掲載雑誌（巻号）を特定

OPACで雑誌のタイトルで検索
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OPACの検索

（２）検索のポイント

http://glib.grips.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do?lang=ja

キーワード
（タイトル、編著者名、

件名等）

資料の種類
の絞り込み

（図書／雑誌／雑誌
巻号）

詳細な条件
の指定

対象データベース
の選択

（本学所蔵／他大学等所蔵）

マイライブラリ
へのリンク

インターネット環境があれば
どこからでも接続ＯＫ

キーワード入力のポイント
• 空白で区切る（AND検索）
• 特徴的な言葉を、厳選して入力
• 記号（「,」「.」「:」等）は入力不要

11

http://glib.grips.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do?lang=ja


OPACの検索

例題
1. 授業のテキストに指定されている次の本を探している。
竹内健蔵. 交通経済学入門. 新版, 有斐閣, 2018,  xiv, 319p, (有斐閣ブックス, 
454). 

2. 授業のテキストに指定されている次の本を探している。
Pollitt, Christophe; Bouckaert, Geert. Public management reform : a comparative 
analysis : into the age of austerity. 4rth ed., Oxford University Press, 2017, 

ix, 388 p.

3. 竹中治堅先生の本で、正確には覚えていないが、タイトルに「参議院」
を含むものを探している。

4. 次の雑誌の108巻1号を探している。
The American economic review. 2018, 108(1).

5. 次の論文を探している。
藤本健太郎. 都市部の待機児童と地方の保育所閉所の対策に関する考察. 静岡
県立大学・経営情報学部研究紀要. 2017, 30(1), p. 17-29.

12



便利なサービス

（１）マイライブラリ
ログイン：GRIPS IDとパスワードでログイン
• OPACや図書館サイトのほか、G-wayからもアクセスできます。

マイライブラリでできること
• 予約：他の利用者が貸出中の図書への予約

• 貸出状況の確認

• 貸出延長：予約がなければ1ヶ月間延長。2回まで可能。

• ILL：他機関の図書館資料取り寄せの申込み

• 図書購入希望の申込み

https://glib.grips.ac.jp/mylimedio/loginPage.do?lang=ja
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便利なサービス

（２）学外アクセス（SSL-VPNサービス）

SSL-VPNサービスにより、GRIPSで契約している電子ジャー
ナルや電子ブック、データベースを学外から利用できます。
• 学内にいる場合でも、個人PCにより無線LANでアクセスしている場合は、

SSL-VPNサービスで学外アクセスしてください。

利用手順
1. SSL-VPNログイン画面にアクセス

2. GRIPS ID とパスワードでログイン

→画面上部に操作ボタン が表示される。

3. OPACで検索し、検索結果からアクセス。または「データベース・電
子ジャーナル」ページ内のリンクからアクセス。

4. 利用終了時は、ドアマーク を押してログアウト

http://www.grips.ac.jp/main/lib/search/ssl_vpn/
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資料タイプと探し方２

雑誌論文

CiNii Articlesを検索

日本の

論文データベース

15



データベースの選択
図書館ウェブサイト
＞データベース･電子ジャーナル

http://www.grips.ac.jp/main/lib/search/database/

雑誌論文

• 日本： CiNii Articles、JAIRO

• 海外： EBSCOhost (Academic Search Premier, Econlit)、Scopus

博士論文

• 日本： CiNii Dissertations、 JAIRO、NDLサーチ

• 米国： EBSCOhost (OpenDissertations)

新聞、ニュース

• 日本： 聞蔵（朝日）、日経テレコン21、ヨミダス文書館（読売）

• 海外： LexisNexis Academic

法律情報

• 日本： WESTLAW JAPAN、米国・EU等： LexisNexis Academic

統計

• 日本： e-Stat（日本）、海外： IMF eLibrary 、OECD iLibrary

図書（本文）

• 日本： NDLデジタルコレクション、海外： Hatitrust

 検索対象に応じた適切なデータ
ベースを選択（分野、文献タイプ、
収録年等）

 OPACでは検索できない電子

ジャーナルのデータベースもある
（EBSCOhost (Academic Search Premier)）

 アクセス方法：学内のみ、図書館
内のみ、Web公開（フリー）

検索対象とデータベースの例
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CiNii Articlesの検索

（１）できること
国内の学協会刊行物や大学研究紀要等に掲載された
「論文」 「雑誌記事」の情報を検索
• 論文タイトル、著者名、収録誌名、巻号、発行年、掲載ページ等

• 参考文献からの検索も可能

「本文リンク」から、本文が入手できるものもある

GRIPS図書館OPACの検索
• 論文掲載雑誌について、GRIPS図書館での所蔵を確認できます。
（学内アクセスの場合）

他の検索ツールへのリンク
• CiNii Books →国内大学図書館等の「雑誌」や「図書」の所蔵を検索

• CiNii Dissertations →国内発行の博士論文を検索
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CiNii Articlesの検索

（２）検索のポイント

詳細な条件
の指定

フリーワード

https://ci.nii.ac.jp/ja

検索対象の選択：
論文／著者／全文

フリーワードの入力
• 空白で区切って入力（AND検索）
• 特徴的な言葉を、厳選して入力
• 論理演算検索（ORなど）も可能（検索画面下部の「ヘルプ」を参照）

検索ツールの選択：雑誌論文／本／博士論文

本文リンク
有無の選択

参考文献検索
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CiNii Articles／論文の検索

例題
1. 「SDGs」に関する論文を探している。すぐに読めるものがよい。

2. 次の論文を探している。
藤本健太郎. 都市部の待機児童と地方の保育所閉所の対策に関する考察. 
静岡県立大学・経営情報学部研究紀要. 2017, 30(1), p. 17-29.

3. 次の論文を探している。
Kitaoka, S. Sustainable development goals and Japan’s Official Development 
Assistance Policy: Human security, national interest, and a more proactive 
contribution to peace. Asia-Pacific Review. 2016, 23(1), p. 32-41.

4. 次のGRIPS博士論文を探している。
Anas ElSabry, ELHASSAN. The Societal Impact of Open Access to Research. 
National Graduate Institute for Policy Studies, 2017, Dissertation.

5. GRIPSの修士論文（ポリシーペーパー）が読みたい。
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他機関の図書館資料の利用
(1)図書・文献コピーの取寄せ（ILL）
図書や文献コピーを他大学等の図書館から取寄せること
ができます。マイライブラリからお申込みください。

料金：図書館負担 ※以下の場合は個人負担となります。

• 速達希望

• GRIPSで利用可能な資料（電子ジャーナル等含む）の取寄せ

注意事項
• 取り寄せた図書の利用条件は、貸出館の指定によります。

• 雑誌は取り寄せできません。 →必要な部分のコピーを取り寄せ

• コピーできる範囲は著作権法に従います。

 複写可能な範囲：著作物の一部分。ただし発行後相当期間を
経過した定期刊行物（次号が既刊となったもの、または発行後
3ヶ月を経たもの）に掲載された個々の著作物はその全部。

 その他：調査研究目的であること、一人につき一部の複写。

複数著者の論考をまとめた
図書は、著作物の集合体。
複写は各論考の一部分まで。

⇒図書取り寄せを利用
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他機関の図書館資料の利用

(2)訪問利用
他機関の図書館を訪問して、閲覧や複写ができます。
• 事前連絡や紹介状が必要な場合がありますので、GRIPS図書館カウ
ンターでご相談ください。

訪問による図書貸出サービス（協定図書館限定）
協定により訪問して貸出サービスを受けることができる図書館：

• JICA図書館＊

• 国連大学ライブラリー＊

• 防災専門図書館

＊専用の貸出カードが必要。GRIPS図書館カウンターでお申込みください。
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図書購入希望の申込み
政策研究に関する図書で学習・研究等に必要なものがあ
る場合、図書購希望のリクエストができます。
→図書館で検討の上、蔵書として購入します。

申込方法：マイライブラリから

注意事項
対象外の資料：

• すでに所蔵している図書の複本

• 各種資格試験対策・語学学習本

• 電子ブックや雑誌、電子ジャーナル、データベース等
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ご参加ありがとうございました

ご質問・相談も受け付けています。

図書館カウンター

図書館メールアドレス
lib@grips.ac.jp
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文献探索の基礎
－図書・雑誌論文の探し方－

2018.6.27

GRIPS図書館
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例題と解答例



OPACの検索

例題
1. 授業のテキストに指定されている次の本を探している。
竹内健蔵. 交通経済学入門. 新版, 有斐閣, 2018,  xiv, 319p, (有斐閣ブックス, 
454). 

2. 授業のテキストに指定されている次の本を探している。
Pollitt, Christophe; Bouckaert, Geert. Public management reform : a comparative 
analysis : into the age of austerity. 4rth ed., Oxford University Press, 2017, 

ix, 388 p.

3. 竹中治堅先生の本で、正確には覚えていないが、タイトルに「参議院」
を含むものを探している。

4. 次の雑誌の108巻1号を探している。
The American economic review. 2018, 108(1).

5. 次の論文を探している。
藤本健太郎. 都市部の待機児童と地方の保育所閉所の対策に関する考察. 静岡
県立大学・経営情報学部研究紀要. 2017, 30(1), p. 17-29.
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OPACの検索

例題解答1（テキストの図書）

所在
「テキストコーナー」
「一般書架」
請求記号順に配架

検索条件の例（△は空白）

・キーワード＝竹内△交通△経済学△入門

条件を変更して再検索
することも可能

26

請求記号

検索結果一覧 画面

検索結果詳細 画面

利用状況
空白の場合→書架にある

所在、請求記号を確認して書架へ
・「テキストコーナー」の図書は館内利用
・「一般書架」の図書は貸出可能

「新版」
版表示を確認



OPACの検索

例題解答2（テキストの図書／電子ブック）

検索結果一覧 画面
検索結果詳細 画面

検索条件の例（△は空白）

・キーワード＝
Public△management△reform 
△austerity

利用上の注意
・同時アクセス１名

電子ブック本文
へのリンク

所在
「電子ブック」

電子ブック本文
へのリンク ・「テキストコーナー」の図書は館内利用

・電子ブックも利用可能（学内アクセス）

電子ブック本文
へのリンク
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「4th ed.」
版表示も確認所在

「テキストコーナー」
「電子ブック」

「4th ed.」
版表示も確認



OPACの検索

例題解答3（あいまいな情報で探す／予約）

検索結果詳細 画面

検索条件の例

タイトル＝参議院 ／ 編著者名＝竹中治堅

28

所在
「教員著作コーナー」
「テキストコーナー」

利用状況
「教員著作」は貸出中
（7/26まで）

・貸出中のときは予約（マイライブラリから）
・「テキストコーナー」の図書は館内利用

予約
マイライブラリに
ログイン



OPACの検索

例題解答4（雑誌／電子ジャーナル）
検索結果一覧 画面

（雑誌）

所蔵巻号
を確認

所在「雑誌コーナー」
・タイトル順に配架

同タイトルのジャーナル
が複数ある場合は
アクセス可能年を確認

電子ジャーナル
本文へのリンク

・雑誌は館内利用／必要部分を
コピー
・電子ジャーナルも利用可能
（学内アクセス）

検索結果詳細 画面
検索条件の例（△は空白）

・キーワード＝
American△economic△review

・資料の種類＝「雑誌」を選択
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OPACの検索

例題解答5（論文）
藤本健太郎. 都市部の待機児童と地方の保育所閉所の対策に関する考察. 静
岡県立大学・経営情報学部研究紀要. 2017, 30(1), p. 17-29.

OPACでは
雑誌論文のタイトルでは検索できません

論文データベースで検索
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CiNii Articles／論文の検索

例題
1. 「SDGs」に関する論文を探している。すぐに読めるものがよい。

2. 次の論文を探している。
藤本健太郎. 都市部の待機児童と地方の保育所閉所の対策に関する考察. 
静岡県立大学・経営情報学部研究紀要. 2017, 30(1), p. 17-29.

3. 次の論文を探している。
Kitaoka, S. Sustainable development goals and Japan’s Official Development 
Assistance Policy: Human security, national interest, and a more proactive 
contribution to peace. Asia-Pacific Review. 2016, 23(1), p. 32-41.

4. 次のGRIPS博士論文を探している。
Anas ElSabry, ELHASSAN. The Societal Impact of Open Access to Research. 
National Graduate Institute for Policy Studies, 2017, Dissertation.

5. GRIPSの修士論文（ポリシーペーパー）が読みたい。
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CiNii Articles／論文の検索

例題解答1（テーマで探す）
検索条件の例

・タイトル＝sdgs
・本文リンク有無＝

「本文あり」を選択

①無料公開
本文へのリンク

②OPACでGRIPS図書館
の雑誌所蔵を検索
（学内アクセスの場合）

掲載雑誌名、巻号、
ページ数等を確認

①本文リンクから本文を入手
②GRIPS図書館の雑誌所蔵を確認
③他大学図書館等からコピー取寄せ

（マイライブラリから）

論文の詳細情報
へのリンク

アイコンの例
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例題解答2（特定の論文）

無料公開
本文へのリンク

掲載雑誌名、巻号、
ページ数等

本文リンクから本文を入手

タイトル
著者名

検索条件の例（△は空白）

・タイトル＝都市部△待機児童△地方△保育所閉所
・著者名＝藤本健太郎

33



CiNii Articles／論文の検索

例題解答3（海外の論文）

（データベースの例）
 EBSCOhost (Academic Search Premier, Econlit)

 Scopus

「データベース･電子ジャーナル」
ページのリンクから利用

（学内アクセス）

海外の論文を収録したデータベースを選択

Kitaoka, S. Sustainable development goals and Japan’s Official Development 
Assistance Policy: Human security, national interest, and a more proactive 
contribution to peace. Asia-Pacific Review. 2016, 23(1), p. 32-41.
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例題解答4（GRIPS博士論文）

GRIPS学術機関リポジトリで検索・入手
https://grips.repo.nii.ac.jp/

 2012年度以前：図書館で冊子を所蔵
⇒館内利用／必要部分をコピー

 2013年度以降：GRIPSリポジトリで全文公開

（他大学博士論文を探せるデータベースの例）

 CiNii Dissertations
 JAIRO（国内リポジトリの横断検索）
 NDLサーチ

Anas ElSabry, ELHASSAN. The Societal Impact of Open Access to Research. 
National Graduate Institute for Policy Studies, 2017, Dissertation.
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例題解答5（GRIPS修士論文）

 GRIPS修士論文は図書館で冊子を所蔵
 備付のリストで検索

館内利用／必要部分をコピー
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