情報探索ガイド（2022 年版）
まずは情報収集！
レポート作成や調
べもののために情
報を探している。

レポートを書く時や、授業に関係する調べものをする時には、
信頼できる情報を探すことが欠かせません。このフローチャー
トを参考に、レポートや授業の準備をしてみよう。
>>詳細は
p.4 へ
ガイド参照

検索した本
や雑誌を読
んでみた。

福大 OPAC
(蔵書目録)
などを検索

探したい本や雑誌
Yes
が決まっている。
No

レポートのテー マ
が決まっている or
調べたいことが わ
かっている。
Yes

No

何から調べていいかわから
ない時は、インターネットの
検索エンジン/参考図書(百科
事典など)を調べてみよう。
福大 OPAC でキーワードを
使って探した本を読んでみ
る方法もある。

もっと詳しい情報を知り
たい時は、取り上げられ
ている引用文献や参考文
献をたどって読んでいく
方法がある。テーマに沿
って重点的に情報を集め
ることができる。

新館２階には、
参考図書コーナーがある。
パソコンだけではなく、事典類も
使ってみよう！
別の検索キーワードを発見する
こともある。

学術情報を調べるためのサイト「情報探索ポータル」に入ってみよう！
https://www.lib.fukushima-u.ac.jp/joho/joho.html
図書情報を調べる

テーマ別に調べる

単行本や雑誌/新聞
をタイトルから探す
時に使う。福大
OPAC をはじめ図書
館にあるものを探し
たり、出版されてい
るものを探したりす
ることができる。

事柄や言葉の意
味、人物/地名を調
べたり、データを
集めたりする時に
使う。数冊の事典
を一度に調べる百
科事典サイト/人物
情報/政府情報・統
計…etc.

雑誌論文を調べる

新聞記事を調べる

雑誌や論文集の中の論文を探す時に使
う。図書情報よりさらに詳しく、新しい
文献を探すことができる。目次情報（書
名、巻数、何ページに載っているか）ま
でを調べるものが多い。

新聞情報を記事単位で探す時に使
う。ネットの新聞より、記事をたく
さん探すことができる。パソコンで
記事全文まで読めるが、写真や図を
見られないものもあるので注意。
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情報収集したものを入手する
情報収集したら、実際に手に取って読んでみよう。
福島大学の図書館にあるかないか、図書館のどこにあるかなどで、
入手方法が異なります。

探したい本や
雑誌がある。

福大の図書館だけでできること
「状態」は
貸出中？
研究室？

福大 OPAC(蔵書目
録)を検索する。

★「貸出中」の時
>>予約する。
★「研究室」の時
>>カウンターに相談。

Yes

No

福島大学にある

Yes

「配置場所」は
開架〇〇？

請求記号(背ラベル)を
確認して、自分で本棚
を探す。館外へ持ち出
す時はカウンターへ。

Yes

No
No

福島大学の
図書館に置いて
欲しい

Yes

No

新しく図書館で
買うようリクエ
ストする。

★「書庫○〇」など開架以外

>>詳細は
p.5 へ

>>カウンターにて「図書閲覧申
込書」で受取を申込むか、入
庫申込をして自分で本棚を
探す。

ほかの図書館を
探す

ほかの
図書館に
ある

Yes

直接行って
利用したい

No

No
>>詳細は
p.5 へ

カウンターに相談。
それまで調 べた資料
などがあったら
持参しよう。

Yes

>>詳細は
p.5 へ

「ふくふくネット」(福島県
立図書館 /福 島県立 医大の蔵
書) やほかの図書館から福
大に資料を取寄せする。
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福島市内の図書
館なら、学生証/
免許証などを持
っていけば利用
できる。市外の図
書館は、カウンタ
ーに相談。

図書館で本を探してみよう！～OPAC(蔵書目録)の使い方～
福島大学の図書館は、学生のみなさんにとっていちばん身近な図書館です。
学習に必要な本・雑誌・新聞・AV 資料などがそろえてあるので、まずは、OPAC 検索でどんな本が
あるのか探してみよう！

①検索語を入力

外部検索への
タブ切替。

②読みたい本をクリック

「図書」「雑誌」
「電子ブック」等
を選択できる。

関連項目によ
る
絞り込み機能。

③状態の確認
本の現在の状態。
「816.5/Ts99d」の
ラベルが貼ってあり、
2 階の本棚にある。

！「貸出中」など本棚に
ない時は「状態」に表
示。
関連資料も表示
される。他に参
考にできる資料
が見付かること
も。

「貸出中」の本に対し
て「予約」できる。
予約可能なものはア
イコン表示。

3

参考文献・引用文献の書き方／図書館資料のコピーについて
レポートや卒論を書く時には、本や論文を参考にしたり引用したりすることがあります。その文献
を参考（引用）文献と呼びますが、以下の心得と読み方をきちんと踏まえて利用しましょう。また、
学習のために図書館の本や雑誌等をコピーする場合は、著作権法上で決められた範囲内での複写を
することになっているので注意してください。

参考にした本/論文などの情報源を記録せよ～レポート作成の心得
参照文献や引用文献は自分の考えや意見と区別して書き、出典として明記する必要が
ある。インターネットの情報も例外ではない。他の人の文章を勝手に使うことはできな
いことを心得ておこう。
新館 2 階カウン
ター前にあり

もっと詳しく知りたい君へ(ほんの一例)

『これから論文を書く若者のために』（究極の大改訂版）
【カウンター前】 学びのナビコーナー 816.5/Sa29k（その他「学びのナビコーナー」必見！）
参考文献の役割と書き方 [PDF]
http://jipsti.jst.go.jp/sist/pdf/SIST_booklet2011.pdf
SIST 文献を引用したい
https://jipsti.jst.go.jp/sist/menu_purpose/index.html
参考/引用文献リストを読みこなす
実際に本や論文を読んだ時、文章の最後に参考（引用）文献リストがあることに気づ
くだろう。そのリストをたどって本や論文を読んでいけば、テーマに沿った情報収集を
することができるが、見方にちょっとしたコツがあることを知っておこう。
例１) 参考／引用文献リストで単行本が紹介されている場合
星野珙二. ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ. 日経 BP 企画, 2006, 199p., (福島大学叢書新シリーズ, 3)
著者名

単行本のタイトル

出版社、出版年、総ページ

シリーズ名

例２) 参考／引用文献リストで雑誌の中の一論文が紹介されている場合

高橋隆行, 池浦良淳. “人間支援機器の開発”. 計測と制御. 2006, 45(5), p.387-388
著者名

論文のタイトル

雑誌名

出版年, 掲載巻号, ページ

参考文献・引用文献の探し方のポイント！

上記例２のような雑誌の中の一論文を読みたい場合
は、OPAC で論文の掲載されている雑誌「計測と制御」を検索すること。
（OPAC では論文の内
容（論文タイトルなど）での検索はできないため、論文が掲載された本や雑誌を探すことになる。
）

図書館の本・雑誌・新聞等をコピーする場合は、著作権の範囲内で！
１）部数は、1 人につき 1 部です。
２）コピーできるのは、著作物の一部分です。
（発行後、相当期間を経過した雑誌では、一論文全体の複写が認められています。
）
３）目的は調査研究のために限ります。
４）必ず、
「図書閲覧申込書（文献複写申込書）」をカウンターに提出するか、コピー機の
脇の箱に入れてください。
（国公私立大学図書館協力委員会ポスターより）
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福島大学の図書館に、必要な本や雑誌などがない場合は？
１. 「ふくふくネット」

～福島県立図書館/医大図書館の蔵書貸出・返却（無料）～

福島県立図書館や福島県立医科大学図書館の蔵書を、
「
“ふくふくネット”貸出申込書」で申込をして
福大図書館で貸出したり、返却することができます。
福島県に関する資料や一般的な本などが豊富な県立図書館（蔵書数 93 万冊）に加えて、 医学分野を
中心とする医大図書館（蔵書数 22 万冊）の資料を、いずれかの図書館を通して利用することができる
ので、福大にない資料はこの２館の蔵書も検索してみましょう。

２. 相互貸借・文献複写

（有料）

他の図書館から本を借りたり（相互貸借）、論文のコピーを送ってもらう（文献複写）ことができま
す。カウンターにある「文献複写申込書」「相互貸借申込書」に記入するか、オンラインサービス（要
ID/パスワード）からお申込ください。
文献複写はコピー代（１枚あたり 35～50 円程度）＋送料、相互貸借は１冊あたり 1,200～1,500 円程
度かかり、大抵のものは１週間以内に到着しますが、場合にもよります。

３．学生リクエスト図書申込書～学習に必要な本を図書館に買ってもらおう～
カウンター前記帳台の「購入リクエスト申込書」に記入して申し込むと、学習に必要な本を図書館で
購入することができます。ただし３週間程度の時間がかかるので、急ぐ場合はカウンターに相談してみ
ましょう。また、ずっと手元に置きたい本なら、自分で購入することも考えてみましょう。（学類生対
象。大学院生は、研究科ごとに別途受付しています。）

４．他の図書館への訪問利用
福島市内の図書館（大学図書館を含む）であれば、学生証を持っていけば利用ができますが、市外の
図書館は事前連絡や紹介状が必要な場合があります。訪問したい図書館がある場合は、「他図書館利用
申込書」に必要事項を記入の上、図書館のカウンターに相談してみましょう。（紹介状の発行に時間が
かかる場合がありますので、余裕をもってお早めに！）

レファレンス ～困ったら図書館へ相談しよう～
レファレンス(reference)とは、情報を求めている図書館利用者に対して、図書館員が提供する個人
的な支援のことをさします。
本や論文の探し方で悩んだり、資料の入手方法が分からない場合など、お気軽に図書館の職員にご相
談ください。
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幅広く情報を収集！～各種データベースの紹介～
福島大学の図書館にある資料だけではなく、レポートや卒論などに必要な参考資料を広く情報
収集したい場合は、以下の様々なデータベースを使って探すことができます。詳しい使い方は、
図書館にそれぞれのガイドがありますので、そちらも参考にしてください。
Free は学外からも無料で利用できます。一部は一部学内利用、無印は学内限定利用です。
なお、CD-ROM や DVD は全て図書館内パソコンでの利用です。

１．図書・雑誌・新聞を所蔵している図書館をさがす
（1）Free OPAC（福大図書館の蔵書検索）
（2）Free 福島県内図書館横断検索（県内 15 館の蔵書を横断的に検索）
（3）Free CiNii Books（全国の大学図書館蔵書検索）
（4）Free Webcat Plus（全国の大学図書館蔵書検索・出版情報など）
（5）Free NDL ONLINE（国立国会図書館蔵書検索）
（6）Free NDL Search [国立国会図書館サーチ]（国立国会図書/全国県立図書館等の蔵
書・デジタルデータ・文献情報等の統合検索）(1)～(5)どこにもない資料はここで探す！

２．雑誌などに掲載されている論文をさがす
2-1 国内論文
（1）一部 CiNii Research [サイニィ リサーチ]（国内論文の検索・一部の論文閲覧）
（2）D1-law.com（現行法規/判例体系/法律判例文献情報）
（3）主要法律雑誌 DVD（現行法規/判例体系/法律判例文献情報）
（4）大宅壮一文庫雑誌記事索引【CD-ROM】
（2008 年までの週刊誌等の記事）
（5）学会年報・研究報告論文総覧、論文集内容細目総覧【CD-ROM】
（1945～2002/2003）
（6）Free 国文学論文目録データベース（日本文学/日本語学/日本語教育）
（7）FreeJ-GLOBAL（科学技術/医学/薬学等文献検索・研究者/特許情報等）
（8）Free NDL ONLINE（国会図書館で採録した学術雑誌等の論文検索）
（9）Free NDL Search [国立国会図書館サーチ]（国立国会図書/全国県立図書館等の蔵
書・デジタルデータ・文献情報等の統合検索）(1)～(8)どこにもない文献はここで探す！

2-2 海外論文
（1）Scopus [スコーパス]（総合、引用文献）
（2）ProQuest Central[プロクエスト セントラル] （総合）※一部本文あり
（2）Free ERIC [エリック]（教育）
（3）Free Ingenta [インジェンタ]（全分野）
（4）Free PubMed [パブメド]（医学）
（5）SciFinder [サイファインダー]（化学）
（6）MathSciNet [マスサイネット]（数学）
（7）各社の電子ジャーナルの論文検索
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３．新聞の記事をさがす
（1） 朝日新聞クロスサーチ（朝日新聞記事、1945 年～）
（2） 毎索（毎日新聞記事、1872 年～）
（2）日本経済新聞【CD-ROM】
（1990 年～2018 年）
（3）福島民報 縮刷版【CD-ROM、DVD-ROM】
（2002 年 8 月～）
（4）しんぶん赤旗 縮刷版【CD-ROM】
（2004 年 4 月～2017 年 1 月）

４．事柄や言葉の意味、人名・地名などを調べる
（1）JapanKnowledge Lib [ジャパンナレッジ]（辞書・事典・人名等検索）
（2）電子ブック（各種レファレンス書）
（3）人文社会 37 万語対訳大辞典、キーワードで引く参考図書 2.4 万冊、現代日本
人名録、現代外国人名録、人物レファレンス辞典【CD-ROM】

５．雑誌や本をインターネット上で読む
（1）電子ジャーナル（インターネット上で利用できる雑誌）
（2）電子ブック（インターネット上で利用できる本）
（3）Free 青空文庫（著作権が消滅、または自由に使って構わない本の電子図書館）

６．福大の先生が書いた本や論文をさがす
（1）Free 福島大学学術機関リポジトリ [FUKURO_フクロウ_]
福島大学学術機関リポジトリで未公開の場合もあるので、新館 2 階「福島大学
教員著作物コーナー」や「福島大学刊行物コーナー」の本や雑誌も見てみよう。

全て、図書館ホームページの
も様々なデータベースがあります。いろいろ試してみよう！
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からリンクしており、これ以外に

図書館のホームページ・MyLibrary を活用しよう
図書館のホームページから様々な案内をしています。
OPAC（蔵書目録）や MyLibrary（個人ページ）などがあります。

https://www.lib.fukushima-u.ac.jp/

OPAC 検索：電子ジャー
ナルを含む、当館蔵書の
ほぼ全てが検索できる。

MyLibrary：
統合認証 ID/パスワー
ドでログイン

ふくふくネット：
福大図書館のカウンタ
ーで、福島県立図書
館や県立医大図書館
の蔵書を貸出・返却
できる。

p.5 参照

情報探索ポータル：
図書･雑誌・新聞記
事 など 学 術 情報 探
索のための入口。
p.1 参照

「学生ポータルステーション」
https://www.lib.fukushima-u.ac.jp/
student-portal.htm
お知らせやマニュアルなどの
学生向け総合案内

MyLibrary

サブヘッダの「利用者
サービス」をクリックす
ると、利用できるメニュ
ーが表示される。

●貸出・予約状況照会
貸出本の返却期限/予約本の状態/
過去の貸出情報など
●文献複写・貸借・ふくふくネット申込み
他図書館からの資料の取り寄せ(→5p)
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