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◆本日の内容

レポートに取り組むにあたって

図書館の資料を検索する（OPAC）

色々な資料を検索する（雑誌・新聞）

図書館の便利なサービス
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レポートに取り組むにあたって
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◆レポート作成の流れ

1 • テーマを把握する

2 • わからない言葉を調べる

3 • 必要な資料を選ぶ

4 •資料を読み込む

5 •考察する

結論
• まとめる(結論)
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文献収集のために図書館を活用しよう！

辞書

図書のみ？



◆色々な種類の資料を使い分けよう

図書だけ・・？

レポート

図書

学術
雑誌

新聞レポート

図書

必要に応じて資料を

使い分ける！
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◆小論文・レポート・論文の違い
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目的 問い ウソ オリジナリティ

小論文 試験合格 与えられる △ 不要

レポート 理解を報告 与えられる × 必須でない

論文 発見を論証 自分で立てる × 必須

表1
【出典】
石黒圭（2012）『論文・レポートの基礎』日本実業出版社ｐ4



◆レポートの注意点

タイトルをつける

内容に一貫性をもたせる

 1段落1テーマ

感想を考察に書かない(感想は不要)

事実(～である)と意見(～だと思われる)を区別する

 Wikipedia(ウィキペディア)の記事のコピペはダメ
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・情報の信頼性が低い
・三次元資料である
・記事の正確性・厳密性



図書館の資料を検索する
（OPAC）
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◆図書館の本を検索するには・・

OPAC（オパック）
||

Ｏｎｌｉｎｅ Ｐｕｂｌｉｃ Ａｃｃｅｓｓ Ｃａｔａｌｏｇ

守口図書館・枚方図書館に

ある資料の検索が可能
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◆OPACの検索画面
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キーワードで検索できます



◆OPACの検索画面
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組み合わせて検索することが出来ます。



学術論文を検索する（CINII）
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◆学術雑誌論文の特徴

大学などで研究活動を行う研究者の研究発表の場

→学術研究の成果の多くは、雑誌論文として発表

図書よりも“今”の研究動向がわかる

例：『心理学研究』 『体育の科学』 『日本語の研究』

ある著者がどのよう
な論文を書いている
か調べたい！

あるテーマについて
最近の研究状況を

知りたい！
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◆雑誌論文を検索する

一部、本文が公開されている。

本文が公開されているものは、無料で印刷も出来る。

CiNii Articles
||

国内で発行された学術雑誌の
論文が検索できる。
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◆CINIIARTICLESの利用方法

キーワードで検索可能

著者や出版年などより細かい条件で検索可能
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◆どんな時に使ったら良い？？

例えば・・・

CiNiiで「大学生」「食生活」「健康」などを
キーワードにして検索してみよう！

大学生の食生活と健康に対する意識について
調べたい・・

約293件の検索結果がヒットします。

更に、キーワードを追加して数を絞り込んだり、
出版年を指定して最新の研究成果を調べること
もできます。（一部PDFで本文閲覧可能）
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新聞を検索する
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◆新聞の特徴

即時性が高い

→ 世の中の出来事がすぐに取り上げられる

過去の記録

→ 過去のニュース・事件などを調べる

昨日起こった○○
が知りたい！

過去に起こった
事件を調べたい。
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◆新聞の種類

 社会全般のニュースを取り扱っている

＝ 浅く広く情報を得ることが出来る

＊「朝日新聞」などの全国紙、「神戸新聞」などの地方紙

一般紙

業界紙

 特定の分野に特化している

＝ 特定の分野の動向をより詳しく知ることが出来る

＊流通関係のニュースを扱う「日経流通新聞」

＊教育関係のニュースを扱う「日本教育新聞」
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◆新聞について

主要5紙 ・・・・ 朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、

（1年間保管） 産経新聞、日本経済新聞

毎日新聞（1967年～）は縮刷版あり。
※縮刷版：縮小したものを月ごと本の形にしたもの。目次あり。
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新聞

新聞書架にて1カ月間保管。
その後、主要5紙は1年間、それ以外の新聞は3ヶ月間、カ
ウンターにて保管。



◆新聞記事の検索

聞蔵Ⅱﾋﾞｼﾞｭｱﾙ（朝日新聞）

・学内のみ（同時に１ユーザ）

・PDFの形で記事の入手も可能

日経ﾃﾚｺﾝ（日経新聞）

・学内のみ（無制限）

・PDFの形で記事の入手も可能

過去や最近のニュースを知りたい時に利用！
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図書館の便利なサービス
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◆①WEBサービス（マイライブラリ）

 貸出延長 ・・・ 貸出期間内に1回のみ延長可能（図書のみ）。
WEB上（マイライブラリ）より手続き可能。
予約者がいる場合は不可。

 予約 ・・・ 借りたい資料が貸出中の場合に
ＯＰＡＣから予約可（図書のみ）。

 リクエスト ・・・ 図書館に無い資料の購入依頼。
図書館ＨＰ（マイライブラリ）から申し込み可能
（図書のみ）。
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◆②レファレンスサービス

図書館のことや調べもので困った時に利用しよう！

図書館開館中は、いつでも相談可！

 ご相談は図書館カウンターまで！

レファレンスサービス

図書館にある資料などを使って、資料や情報探
しのお手伝いをするサービス。

・・つまり、調べもののお手伝い！
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◆これまでにあったレファレンス事例

サッカーと野球、どちら
がよくテレビ観戦されて
いるのか調べたい！

戦時中にブラジルで発
行されていたある新聞
記事のコピーが欲しい。

「スポーツ婚活」につい
て調べているが、資料
を見つけられない・・

「先生に論文探し
てこい」と言われ
たんですが・・

調べているテーマ
について、統計
データが欲しい・・

困ったことがあれば、お気軽に図書館スタッフへ！！

「キノコ」について
調べたい。

うちの大学の先
生が書いた論文
を見たい。

各新聞社の
世論調査に
ついて・・
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これでライブラリーツアー
２年次生編は終了です。

利用方法などわからないことは
お気軽にスタッフへお問い合わせ下さい。

大阪国際大学
守口図書館

COPYRIGHT © 2011 OSAKA INTERNATIONAL UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.
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