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雑誌・紀要から論文を探す 新聞から記事を探す 

・3階新聞コーナーに行く 
・『日経テレコン21』 
 (新聞データベース) で検索 
  ※職員による代行検索のみ 

OPAC （本学蔵書検索)で検索 

購入希望を申込む (My Library) 

閲覧・コピー 

相互利用（複写・貸借・閲覧）を申込む 
(My Library) 

最新の情報源です！ 卒業研究の強い味方! 入門書から専門書までいろいろあるよ！ 

貸出手続き・ 

閲覧・コピー 

ある 

インターネット で 

図書の出版情報を検索 

(近くの本屋さんで探してもOK) 

オンラインデータベースで検索 
 『CiNii』、『医中誌』 などで、 

 WEB上で閲覧可能か確認 

貸出手続き・ 

閲覧・コピー 

ある 

図書を探す 

資料を探すってどんな方法があるの？ 

入手不可 

ない 

3階紀要棚、雑誌棚または 
5階集密書架に見に行く 

ない 

新聞は 

貸出できません。 
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見たい資料が図書館に 

見たい論文がWEB上に 

ある ない 

閲覧・プリントアウト 

USBメモリ等に保存 

次頁からは、          で囲んだ 

・オンラインデータベース 

・相互利用 

について説明していきます 

最新号は 

貸出・コピーが 

できません。 

～ 「紀要」 とは？～ 
  紀要とは、大学・研究所・博物館などの 

教育機関・研究機関が発行する研究論文・報告 

等を掲載した刊行物です。 

  冊子体の紀要は、本学にも全国の大学から（全 

てではありません）届き、２年間分保存しています。 

※本学蔵書検索では検索できません。 



データベースで論文を探してみよう！①【CiNii】 

①本学図書館ホームページのトップページにある 
  『CiNii Articles』をクリックしてください。 

②調べたいテーマのキーワードを入力し、『検索』をクリックしてください。  

日本の学術論文を中心にした論文情報を提供しているサイトで、雑誌や紀要に掲載されている 

論文情報を調べることができます。その場で抄録や全文を見ることができます。 

★学外からアクセスOK  ★同時アクセス数制限なし 

『               （サイニー）』って？ 
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＜簡易検索＞ 

＜詳細検索＞ 

キーワードを入力し、簡単に検
索ができます。登録された論文
情報のうち「タイトル」「著者
名」「著者所属」「刊行物名」
「ISSN」「巻」「号」「ペー
ジ」「出版者」「抄録」「論文
キーワード」が検索対象となり
ます。 
 
【A】検索対象を限定できます。 
「すべて」  
 ⇒全論文が検索対象 
「本文あり」 
 ⇒連携サービス（医中誌Web
等）へのリンクがある論文が検
索対象 

A 

A 



③検索結果が表示されます。 
  見たい論文のタイトル（青い文字）をクリック すると、詳細画面が開きます。 

          ～ 検索結果が上手く表示されないとき ～ 

  検索時、どのように入力しましたか？ 
  論題、著者などが明確な場合は別ですが、漠然と「～について調べたい」 
  そんなときはキーワード（単語）で検索してください。 
  ひとつのキーワードでは該当件数が多すぎる場合は、複数のキーワードを組合 
  すことで、件数がしぼれます。 
  例：「運動と健康について調べたい」 
  キーワード：運動 （該当件数が多すぎる）→ 運動（スペースキーを押す）健康 4 

【機関リポジトリとは】 
 

大学や研究機関が論文などを電子的形態で集積し
保存・公開するために設置する電子アーカイブシス
テムのこと。 

機関によって構成が異なるため、本文ファイルへの
リンクも様々です。 

  （PDFのアイコンのみ)、「見る/開く」、「本文」、 

「○○(ファイル名).pdf」など。 

いくつか開いてみて見慣れていってください。 

 

【J-STAGEとは】 
 

日本の学協会が出版した最新の論文を簡単に検索
し、閲覧することができるサイトです。 

リンク先の右上にある、             から、 

本文ファイルが見られます。 

  

                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 （       は直接本文を見られるものは  

  少ないです） 

 （            は、本学図書館の所蔵を確認 

  するためのボタンなので本文は見られません） 

論文タイトルをクリックすると、詳細画面が 

開きます。 

検索結果の見方 

（一覧） 

【本文が見られる外部サイトへのリンクの例】 

  このボタンがある場合は、  

  ボタンをクリックすると本文ファイルや 

  リンク先が開きます（一部有料） 

 

 

 

 



④見たい論文の詳細情報が表示されます。  

⑤この一覧の中に「園田学園女子大学図書館」があれば 
本学で所蔵しています（巻号も確認してください）。 

本学で所蔵していない場合は、持っている大学に複写を 
依頼したり、借りたり、見に行ったりすることができます。 
（＝相互利用） 

論文のタイトル どこの大学がこの雑誌（紀要）
の何巻何号を持っているかが
わかります。 

本文へのリンクがある場合は、 

ここにオレンジ色のマークが表示されます。 

       ← このマークをクリック 

するとこの雑誌・紀要を所蔵して 

いる大学の一覧が表示されます。 
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検索結果の見方 

（詳細） 

著者 

◆論文が掲載されている雑誌・紀要の名称、    

 巻号、掲載ページ、発行年、発行元の情報が 

 表示されます。 

 

この例では、京都文教大学から2013年に刊行さ
れた「人間学研究」第14号のP.1～22に掲載さ
れた論文であることが分かります。 

雑誌・紀要の名称 巻号 ページ 発行年 

発行元 



◆終了方法 

データベースで論文を探してみよう！②【医中誌】 

①本学図書館ホームページのトップページにある 
  『医中誌』をクリックしてください。 

②調べたいテーマのキーワードを入力・条件を指定し、 
『検索』をクリックしてください。  

医中誌は、国内医学論文情報のインターネット検索サービスです。国内発行の、医学・歯学・薬学・ 

看護学及び関連分野の定期刊行物、のべ約7,000誌から収録した約1,200万件の論文情報を 

検索することが出来ます。 ★学内のみアクセス可能  ★同時アクセス数：４ ★終了時は必ず「終了」ボタンを押す 

『                （いちゅうし）』って？ 

＜簡易検索＞ 

＜すべての絞り込み条件＞ 

「ログイン数オーバー」で使えない場合があります。
その時は時間をおいてから再度試してみてください。 

ここに検索語（主題を表すキー
ワード、著者名、収載誌名な
ど）を入力し、「検索」ボタン
をクリックします。 
 
スペースで区切って複数の検索
語を入力すると、それらすべて
が含まれる文献がヒットします。 
 
検索が行われた後も入力内容は
残るので、これに続けてスペー
スと、さらに別の検索語を入力
すれば、それらを掛け合わせて
再検索が行えます。 
 
キーワード以外にも、「絞込み
条件」があり、チェックを入れ
ることで容易に絞込みが可能で
す。 

必ず、画面右上の「終了」
ボタンを押してください！ 

A 
B 

キーワード検索の対象となる項
目を選択します。 
 
広く検索したいなら「すべて検
索」絞り込んで検索したいなら、
「著者名」や「その他」を選ん
でプルダウンで検索対象を選ぶ
とよいでしょう。 

A 

B 
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 クリックするとリンク先が開きます。 

 一部の文献はリンク先から閲覧が可能です。（一部有料のものあり） 

 

③検索結果が表示されます。 
医中誌WEB番号（茶色い文字）をクリック すると、詳細画面が開きます。 
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検索結果の見方 

（※機関によってアイコンが異なる） 

カウンターに 
申込めば文献 
入手可能 

本文が見られる 
（一部有料） 

本文は見られ 
ない 

ほとんど本文
は見られない 

医中誌WEB番号をクリックすると、詳細画面が開きます。 

Ａ．医中誌WEB番号 

Ｂ．論文タイトル 

Ｃ．著者 

Ｄ．掲載されている雑誌・紀要の名称（ISSN）、    

 巻号、掲載ページ、発行年月 

Ｅ．論文種類 

Ｆ．抄録 

 

（※PDF／本文ありのもののみ） 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

     「医書.jp」        「ｼﾞｪｲ ｽﾃｰｼﾞ」 

（※所定の用紙に
記入し、カウンター
に申込み。アイコン
をクリックでは見る
ことができない。） 

http://search.jamas.or.jp/index.php?module=Default&action=Link&doc_id=20180213080011&url=http%3A%2F%2Fwebcatplus.nii.ac.jp%2Fwebcatplus%2Fdetails%2Fbook%2Fisbn%2F1881-1930.html&type=WebcatPlus&icon=http%3A%2F%2Fjk04.jamas.or.jp%2Ficon%2F99998_5.gif
http://search.jamas.or.jp/index.php?module=Default&action=Link&doc_id=20180125560004&url=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F29367526&type=PubMed&icon=http%3A%2F%2Fjk04.jamas.or.jp%2Ficon%2F00001_1.gif
https://search.jamas.or.jp/index.php?module=Default&action=Link&doc_id=20190201250017&url=http%3A%2F%2Fir.lib.hiroshima-u.ac.jp%2F00047028&type=%8DL%93%87%91%E5%8Aw%81F%8DL%93%87%91%E5%8Aw%8Aw%8Fp%8F%EE%95%F1%83%8A%83%7C%83W%83g%83%8A&icon=https%3A%2F%2Fjk04.jamas.or.jp%2Ficon%2F80035_3.gif


[申込用紙記入例] 

[申込用紙記入例] 

申 込 日       2018　年　　4　　月　　1　日

 学　　科 人間看護学科  学　　年 　　　4　　回生

 学籍番号 212345678  名　　前 園田　花子

 キーワード 子ども　貧困　影響　対策

日経テレコン21　検索申込用紙
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メディカルオンライン 

医中誌の検索結果に、      
メディカルオンラインのマークが出ている文献のみ申込可能です。 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
ただし以下の場合、お申込みいただいてもお断りしております。 
ご了承ください。 
①掲載雑誌・紀要等が、学内に所蔵のある場合 
②WEB上で文献が閲覧可能な場合  

申込用紙は、図書館３階の「情報検索端末」横と 

３階カウンターに置いています。 

必要事項を記入して、カウンターに提出してください。 

日経テレコン 

申込用紙は３階カウンターに置いています。 

 

必要事項を記入して、カウンターに提出してください。 

職員が検索し、カウンターのパソコンを一緒に見ながら、 

必要な記事を選んでいきます。選んだものはその場で 

印刷してお渡しします。 

①学内所蔵の確認結果 
 所蔵ありの例 

カウンターで入手できる文献の申込方法 

■学内所蔵の有無・WEB閲覧可否の確認方法 
①掲載雑誌・紀要等が、学内に所蔵があるかどうか？ 
 医中誌の検索結果から、    本学蔵書検索を押す 
 →図書館HPが開く 
 →画面下部に、「書誌情報」「一括所蔵一覧」が表示されれば 
  館内に所蔵があります（右図参照）。 
 （巻号も合っているか確認してください） 
② WEB上で文献が閲覧可能な場合 
 タイトルをコピーして「google scholar」等で検索して 
 該当件数が0かどうかを確認してください。 
 

①学内所蔵の確認結果 
 所蔵なしの例 

何も表示されない 

＝学内に所蔵なし 

キーワードはなるべく詳しく書きましょう 

書誌情報と一括所蔵情
報が表示される 

＝学内に所蔵あり 

論文の掲載されている巻号が 
一括所蔵の巻号に含まれているかを 
確認するようにしてください。 

　申　込　日

　学　科 人間看護学科 　学　年 ４年

　学　籍　番　号 212354678 　氏　名 園田　花子

2018057072

女子看護大学生における携帯電話依存度と生活習慣および月経随伴症状の関連(原著論文)

メディカルオンライン　検索申込用紙

1

2

3

　2018　　　年　　　4　　　月　　　1　　日

※対応には、お時間を頂く場合がございます。

論　文　名 ・ 医中誌Web番号

「医中誌WEB番号」（忘れず記入してください！）
「論文タイトル」を記入してください 



その他 データベース・オンラインジャーナル 

本学図書館のホームページより「データベース一覧」をクリックすると、分
野ごとにデータベース検索サイトを紹介したページが開きます。 最新看護索引WEB（学内のみ） 

医書.jp（学内のみ） 

日本看護協会図書館で編集 

している看護文献データベース。 

「日本看護学会論文集」第42号 

以降の全文閲覧が可能。 

 同時ログイン数3名 

看護系雑誌・看護系学会誌を原則2000年まで 

遡及して全文PDFで閲覧可能。 

（閲覧可能タイトルは、タイトルリストに●印あり。 

それ以外の雑誌は概要までは閲覧可能） 
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データベース（学内のみ／学外OKのものあり) 

オンラインジャーナル（学内のみ） 

本学図書館のホームページより「オンラインジャーナル（学内のみ）」をクリックすると、 
契約中のオンラインジャーナル一覧が開きます。 



【 利用可能】  

【 利用可能】  

データベース・オンラインジャーナルの関連について 

【代行検索】カウンターで申込要 

メディカルオンライン 

日経テレコン 

医中誌 

CiNii 

・機関リポジトリ 

・J-STAGE 

・各学協会等のHP 

 など 

＜リンク表示ある場合＞ 

カウンター申込により 

文献入手可能 

各学協会等のHPなど 

・医書.jp 

・最新看護索引WEB 

医学関連文献は、CiNiiに比べて
ヒットする件数が多い。 

 

本文閲覧可能なものはCiNiiに比
べて少ない。 

 

検索機能が充実している（履歴検
索・絞り込み検索など） 

分野を限定せず、国内の学術論文を
広く調べるのに適している。 

 

直接本文を閲覧可能なもの、リンク先
を提示しているものが多い。 

データベースからのリンクがなくても、
Google Scholar等で検索するとヒット
するものがあります。 

相互リンク 
「日本看護学会論文集」 

第42号以降はここから利用可能 
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＜リンク表示ある場合＞ 

WEB上で閲覧可能 



相互利用について 

 相互利用ってなに？ 

日本の大学図書館はお互いに協力しあう申し合わせをしています。 

本学図書館にない資料は、所蔵している大学図書館に利用を申し込むことで直接閲覧させてもらったり、 

コピーを送ってもらったりすることができます。 

・文献入手までに時間がかかるので、余裕を持って申込みしてください。 

・有料のサービスです。 

 どんなサービスがあるの？ 

 どうやって申し込むの？ 

◇文献複写・・・所蔵大学から資料の一部（必要な論文だけなど）をコピーし、郵送してもらいます。 

◇現物貸借・・・所蔵大学から資料そのものを郵送してもらいます。 

          （館外持ち出し不可・利用期間2週間程度の場合あり） 

◇閲覧（直接来館）・・・所蔵大学に直接来館することで、閲覧させてもらいます。 

所蔵大学に学生が直接申し込むことはできません。必ず本学図書館を通して申込みをしてください。 

文献複写・現物貸借については、図書館ホームページ・Web OPACの【My library】よりインターネット

経由で申請してください。閲覧については、申込書式をカウンターに用意しているので、ご相談ください。 
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＊料金の目安＊ 

文献複写…約200～500円 

       /1文献 

現物貸借…約1000円/1冊 

閲覧…交通費のみ 



相互利用の依頼方法 
複写依頼の 

入力方法 

資料が到着すれば、メールでご連絡します。 

また、My Libraryの「利用状況の確認」から 

も依頼状況の確認が可能です。 

（「状態」が「到着済」なら受渡し可能） 

 

資料の受取は、料金をご用意のうえ、 

図書館２階事務室まで来てください。 

 

依頼方法などわからない時は、 

カウンターにお問い合わせください。 

【ILL複写依頼】をクリック 

（図書の貸借依頼の時は 

【ILL貸借依頼】をクリック 

ログインID(学生証の番号）、パスワード
を入力して【ログイン】をクリック。 
※パスワードの初期設定は、生年月日
（西暦年月日、数字8桁）になっていま
す。ログインした後、必ず任意のパス
ワードに変更してください。 

依頼対象となる資料が
【図書】か【雑誌】のどちら
かをチェックし、【次へ】を
クリック 

必要項目を入力した後、 

【申込】をクリック 

資料到着等の連絡は、メールで 

行います。通常ご使用のアドレスを
設定してください。 

 

確認後、間違いなければ
【決定】をクリック 
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【論文名】：論文のタイトル 

【論文著者名】：論文の著者 

【収録誌名】：収録されている雑誌名 

【巻号等】：収録されている巻号 

【ページ数】：収録されているページ 
 

【ISSN】:収録誌の番号 

【出版社】：収録誌の出版元を、わかる範囲で入力します。 

（データベースで検索した画面を見ながら入力すると 

わかりやすいです。） 

最低限ここまでは入力！ 



相互利用の依頼方法（便利な入力方法） 

CiNiiや医中誌から相互利用を申し込む場合、便利な入力方法があります。 

図書館のホームページが開き、 
同じ条件で検索した結果画面が表示 
されます。 
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検索結果画面で、 
                をクリック 

＜CiNii＞ ＜医中誌＞ 

検索結果画面の右側に表示される 
ILL複写依頼・貸借依頼をクリック 

検索結果画面で、 
             
            をクリック 

論文の情報が入力された状態で 

申込み画面が開きます。 

 

あとは内容を確認して申し込むだけ
でＯＫです。 
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