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文献探索の基礎
－コースA. オンラインリソースの使い方－
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1. 文献探索の予備知識
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a. 論文作成と文献探索

b. 参考文献リストの見方

c. 文献探索ナビゲーション

a. 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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1.文献探索の予備知識
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b. 参考文献リストの見方

 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。

5

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
図書の一論考

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)

1.文献探索の予備知識

c. 文献探索ナビゲーション
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1.文献探索の予備知識

1. 資料のタイプに応じて検索ツールを選択

2. GRIPS内で利用できる資料が見つかった場合
a. オンラインで利用：GRIPS契約電子ジャーナル・電子ブック、

Web公開資料など

b. GRIPS図書館で利用：図書、雑誌、GRIPS博士論文・修士論
文

3. GRIPS内で利用できなかった場合
a. 学外図書館所蔵資料の取寄せ（ILL）

b. 図書購入希望の申込み

コースA

→資料A1
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2. 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

GRIPS 
Discovery Service

7

電子ジャーナル・
電子ブック検索

OPAC

データベース･
電子ジャーナル

リスト

図書館ニュース

3. GRIPS契約の電子リソース、検索
ツール

8

a. 電子リソースと検索ツールへのアクセス

b. 学外アクセスサービス（EZproxy）

c. 電子リソースの検索ツール
i. 電子ジャーナル・電子ブック検索

ii. GRIPS Discovery Service

iii. 各種データベース

http://www.grips.ac.jp/main/lib/
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a. 電子リソースと検索ツールへの
アクセス

学内にいる場合でも、持込PCによりWi-Fiでアクセスする場合は、EZproxy
にログインしてから、電子ジャーナル等をご利用ください。

学内の共有PCからアクセスする場合は、EZproxyログインは不要です。
共有PC設置場所：図書館、講義室（A、B）、学生ラウンジ、CPCラウンジ

まず学外アクセスサービス
（EZproxy）にログイン

GRIPS契約の電子リソース（電子ジャーナル、電子ブック）や検索
ツール（GRIPS Discovery Service、電子ジャーナル・電子ブック検索、

データベース）に学外からアクセスするには・・・

3. GRIPS契約の電子リソース、検索ツール →資料A2

b. 学外アクセスサービス（EZproxy）

使い方

1. EZproxyログインページにアクセスし、
GRIPS IDとパスワードでログイン。

2. EZproxyメニューページが表示されま
す。URLに“ezproxy.grips.ac.jp”が含
まれていることを確認してください。

3. メニューページ内のリンクから利用し
たい電子リソースを選択して、アクセ
スしてください。

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

10

EZproxyサービスにより、GRIPS契約の電子リソースや検索ツール
を学外から、または学内に持ち込んだご自分のPCから利用する
ことができます。

EZproxyメニューページ

電子リソース
リスト

GRIPS Discovery Service

電子ジャーナル・
電子ブック検索

3. GRIPS契約の電子リソース、検索ツール →資料A2

http://www.grips.ac.jp/main/lib/search/off_campus_access/
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c. 電子リソースの検索ツール

1.電子ジャーナル・電子ブック検索
 GRIPS契約の電子ジャーナル、電子ブックを探す

2. GRIPS Discovery Service
 さまざまな学術的コンテンツをまとめて検索

3.各種データベース
 検索対象に応じたデータベースを選択して検索

3. GRIPS契約の電子リソース、検索ツール

12

i. 電子ジャーナル・電子ブック検索
GRIPS契約の電子ジャーナルや電子ブックをキーワードで検索して、
本文を利用することができます。タイトルリストからの選択も可能。

 学外からアクセスする場合は、まずEZproxyにログイン

出版物の
候補

3.c. 電子リソースの検索ツール →資料A3

検索画面

タイトルや分野
ごとのリスト

検索例（電子ブック）：“The age of sustainable development”
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タイトル：

The age of sustainable 
development

13

検索例（電子ブック）

3.c. 電子リソースの検索ツール

i. 電子ジャーナル・電子ブック検索

→資料A3

14

検索結果リスト

出版物内の検索

電子ブックページ

本文へのリンク

検索結果（電子ブック）

3.c. 電子リソースの検索ツール

i. 電子ジャーナル・電子ブック検索

検索例（電子ブック）：“The age of sustainable development”

利用上の制限
• 印刷／ダウンロー

ド可能ページ数
• 同時アクセス数

目次と本文
へのリンク

「全文アクセス」リンク
→提供元（例： EBSCO eBooks ）

をクリックして電子ブックページ
にアクセス

→資料A3
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タイトル：

International Journal of 
Cultural Policy
利用したい巻号：最新号

15

検索例（電子ジャーナル）

3.c. 電子リソースの検索ツール

i. 電子ジャーナル・電子ブック検索

→資料A3
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検索結果リスト 電子ジャーナルページ
Taylor & Francis （01/01/1997 -現在）

巻号リスト

検索結果（電子ジャーナル）

3.c. 電子リソースの検索ツール

i. 電子ジャーナル・電子ブック検索

検索例（電子ジャーナル）：“International Journal of Cultural Policy”
＊利用したい巻号：最新号

出版物内の検索

「全文アクセス」リンク
→利用したい年・巻号が含まれる

提供元をクリックして、
電子ジャーナルページにアクセス

出版物内の
検索

利用可能範囲

→資料A3
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言語の選択

ii. GRIPS Discovery Service (GDS）

検索項目の指定
（キーワード、タイトル、著者）

詳細検索
へのリンク

 GRIPS契約の電子ジャーナル、電子ブック、データベースやオンラ

インで公開されている学術的コンテンツの論題や本文に含まれる
情報をまとめて検索するツール。本文が入手できるものもあります。

 GRIPS図書館所蔵の図書、雑誌は検索できません

キーワードの候補
（人気の語句や出版物）

 学外からアクセスする
場合は、まずEZproxyに
ログイン

OPACで検索

3.c. 電子リソースの検索ツール →資料A4

18

検索例

3.c. 電子リソースの検索ツール

ii. GRIPS Discovery Service (GDS）

キーワード：

地方創生
検索後の絞り込み：
全文あり
言語＝日本語
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検索条件

・キーワード＝地方創生
検索後の絞込み

・「全文あり」のみ
・言語＝日本語

19

検索結果の並替え、
表示件数の変更

Mendeleyに追加
（要アカウント作成）

CiNIii Books
検索結果

文献の詳細情報
へのリンク

検索後の絞込み
全文有無、出版年、言語、

収録データベース

本文利用可能
・PDF／HTML全文
・View record in ～
・全文へのリンク
・Full Text Finder

Check Related Information

→オンラインで本文が
利用できない場合の入手方法

（GRIPS OPACなど）

GRIPS契約コンテンツは
学内アクセスで利用

検索結果

3.c. 電子リソースの検索ツール

ii. GRIPS Discovery Service (GDS）

→資料A4

20

電子ジャーナル・
電子ブック検索

GRIPS Discovery 
Service

検索対象 • 出版物のタイトル
（電子ジャーナル、電子
ブック）

• タイトル情報
 出版物のタイトル

 雑誌内の論文タイト
ル、図書内の章タイ
トル

• 本文内の情報

本文リンク ○ △*

*GRIPS契約電子ジャーナル・電子ブックや一般公開コンテンツ等の本文が入手可能

電子ジャーナル・電子ブック検索とGDS

3.c. 電子リソースの検索ツール

ii. GRIPS Discovery Service (GDS）
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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、 IRDB、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： HathiTrust

 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）

 オンラインで本文が入手できる場
合もある（CiNii Articles、EBSCOhost 
(Academic Search Premier)など）

 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

21

データベースの選択

3.c. 電子リソースの検索ツール

iii. オンラインデータベース

CiNii Articles

詳細な条件
の指定

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

検索対象の選択：
論文／著者／全文

他の検索ツールの選択：
図書や雑誌の所蔵／博士論文

本文リンク
有無の選択

参考文献検索

22

どこからでも
利用可能

3.c. 電子リソースの検索ツール

iii. オンラインデータベース

 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の情
報を検索することができます。本文が入手できるものもあります。
 論文タイトル、著者名、収録誌名、巻号、発行年、掲載ページ、参考文献等

 フリーアクセス（Ezproxyログインは不要）

フリーワード
・スペース区切り
で入力

・論理演算検索
も可能（OR等）

→資料A5

http://www.grips.ac.jp/main/lib/search/database/
https://ci.nii.ac.jp/ja
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CiNii Articles検索例

SDGsに関する論文を読みたい・・・

→検索条件
タイトルに以下の語句を含む：
sdgs
本文リンク有無：本文あり

3.c. 電子リソースの検索ツール

iii. オンラインデータベース

→資料A5

検索条件の例

・タイトル＝sdgs
・本文リンク有無＝本文あり

掲載雑誌名、
巻号、ページ数等

24

CiNii Articles検索結果（１）

3.c. 電子リソースの検索ツール

iii. オンラインデータベース

論文の詳細情報
へのリンク

（無料公開の場合）

①本文リンクから
本文を入手（例）

（一部有料）

本文公開ページ
（機関リポジトリ）

→資料A5
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検索条件の例

・タイトル＝sdgs
・本文リンク有無＝本文あり

25

CiNii Articles検索結果（２）

3.c. 電子リソースの検索ツール

iii. オンラインデータベース

（有料本文の場合）

②OPACでGRIPS図書館の雑誌所蔵を検索
③GRIPSになければ、学外図書館からコピーを取寄せ

（マイライブラリから申込み）

→資料A5

日にち 時間 データベース
4/12（月）、 20（火） 12:15-12:45 図書館バーチャルツアー

4/15（木）、 16（金） 12:15-13:15 文献探索の基礎（A、B）

4/22（木） 12:15-13:15 GRIPS Discovery Service & EBSCOhost

5/10（月） 12:15-13:15 日経テレコン21

5/28（金） 12:15-13:15 Westlaw Japan

5月、7月 Scopus & Mendeley

6/23（水） 12:15-13:15 Nexis Uni

26

講習会等の開催予定

3.c. 電子リソースの検索ツール

• 講習会はオンラインで実施します。
• Scopus & Mendeleyは、エルゼビア社の定期開催ウェビナーです。

→資料A6
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お問合せ

ご質問やご相談があれば
お気軽にお尋ねください。

lib@grips.ac.jp

27

mailto:lib@grips.ac.jp

