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文献調査の ４つの方法

（1） 基礎調査
・基本知識のために､入門的･概論的な図書を調べる

（２） 拾い読み調査・ﾌﾞﾗｳｼﾞﾝｸﾞ(browsing）
・牛が草を食む(browse)ように、図書や雑誌の拾い読み

（３） 新刊調査・ｶﾚﾝﾄｱｳｴｱﾈｽ(current awareness)
・コアジャーナル(core journal) 

・年鑑・白書
・大学紀要 ･機関紙・研究報告書

（４） 遡及調査
・５年､10年と過去に遡って調べる



33

1. 文献入手の基本的な流れ

「文献データベース」から探す

｢雑誌名｣ + ｢出版年｣ + 「巻号」 + 「ページ」 + 「著者名」 + 「論文タイトル」を確認

本学の所蔵を確認する
・OPAC
・電子ジャーナル

■必要に応じて
コピー、プリントアウト、保存

■学外からの取り寄せ
・図書館相互協力サービス（ILL）

申込用紙かオンラインで申し込み etc.

文献を入手する

あり なし

論文・レポートのテーマを決める

「引用文献」から探す
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2. 引用文献から探す

図書や雑誌論文の巻末から参考となる文献を調べる方法

・ 希望する文献を入手するためには、記載されているデータが何を意味しているかを
理解する。

・ 所蔵を調べる時は、論文タイトルではなく、掲載されている雑誌・図書のタイトルで
調査する。

「引用文献」, 「文献」, 「参考文献」,「書目」 , 「References」, 「Bibliography」

※『北海道畜産学会報』48(2006)より
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引用文献の ３つの読み方

例1-1.) ①森田茂, 小宮道士, 干場信司．②自動搾乳システムを活用したフリー

ストール牛舎の設計 1．③畜産の研究．④2001，⑤55(7)， ⑥p. 753-757．

(１) 雑誌論文（その1）

①著者名 + ②論文タイトル + ③雑誌名 + ④出版年
⑤巻号 + ⑥ページ

例1-2.) ①Morita, S., Komiya, M., Hoshiba, S.．②Design of a free cattle barn utilizing

an automatic milking system (1)．③Sustainable livestock production and

human welfare. ④2001，⑤55(7)，⑥p. 753-757．
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引用文献の ３つの読み方

（１）雑誌論文（その2）

電子ジャーナル中の論文
①著者名 + ②論文タイトル + ③雑誌名 +④出版年 +

⑤巻号 + ⑥ページ + ⑦参照先（DOI）＊ + ⑧（参照日付）

例1)  ①Bian, X. -L, and V. G. Wilson. ② Common importin alpha specificity for
papillomavirus E2 proteins. ③ Virus research. ④ 2010, ⑤ 150(1-2), 

⑥ p.135-137, ⑦DOI:10.1016/j.virusres.2010.02.011.

＊DOI (Digital Object Identifier デジタルオブジェクト識別子)はインターネット上のコンテンツに与えられる
恒久的な識別記号。ブラウザ検索の際はhttp://dx.doi.org/の後にDOI記号を付ければ検索可能。

例2)  ①中村正斗, 中島恵一, 高橋雄治. ② 乾乳期短縮が泌乳前期の乳量・
乳成分,血液成分,疾病発生および繁殖性に及ぼす影響.

③ 日畜会報. ④ 2011, ⑤ 82(1), ⑥ p. 25-34, 

⑦ http://www.jstage.jst.go.jp/article/chikusan/82/1/25/_pdf/-char/ja/, 

⑧(参照 2011-10-20).

http://dx.doi.org/
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引用文献の ３つの読み方

(１) 雑誌論文（その3）

• 引用文献リストでは雑誌名の略（省略誌名）を使用し、記載を簡潔化する
ことがある。

• 省略誌名は雑誌の出版者がそれぞれ定めている名称を用いる。

※ 省略誌名と正式誌名（フルタイトル）
例1.) Poultry Sci ⇔ Poultry Science
例2.） J. Vet. Med. Sci. ⇔ The Journal of  Veterinary  Medical  Science

例3.)   獣医麻酔外科学雑誌 ⇔ 獣医麻外雑誌

※ ウェブサイトで省略誌名⇔正式誌名（フルタイトル）が検索できる

『医学中央雑誌収載誌目録』
http://www.jamas.or.jp/user/database/search/main

『 PubMed -Journals Database 』

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/journals?itool=sidebar
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引用文献の ３つの読み方

(１) 雑誌論文（その4）

欧文論文の引用文献中に日本語の雑誌が引用された場合、誌名が欧文誌名で
表記されることがある。

※ 和雑誌名と欧文誌名

例1.) 畜産の研究 ⇔  Sustainable livestock production and human welfare

例2.)  獣医麻酔外科学雑誌 ⇔ Japanese journal of veterinary anesthesia & surgery

例3.)  酪農学園大学紀要 自然科学編 ⇔ Journal of Rakuno Gakuen University Natural science

※ ウェブサイトで和雑誌の欧文誌名を調べることができる

『科学技術論文誌・会議録データベース』（リサーチナビ・国立国会図書館）

https://rnavi.ndl.go.jp/kaigi/
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(２) 単行本（その1）

例1.) ①著者名 + ②出版年 + ③書名 + ④ページ + 
⑤出版者＊ + ⑥出版地＊

①細江敬子．②1996．③肉の科学, ④p. 112-116．

⑤朝倉書店. ⑥東京．

引用文献の ３つの読み方

(２) 単行本（その2）

例2.) ①著者名 + ②出版年 + ③論文タイトル + ④ページ + 
⑤ In： 書名, 版次 + ⑥ (編者) + ⑦出版者＊ + ⑧出版地＊

①Thamm, D. H. and Vail D. M. ②2001. ③Mast cell tumors. ④pp. 261-282.

⑤In: Small Animal Clinical Oncology, 3rd ed. ⑥ （Withrow, S. J. and   
MacEwen, E. G. eds.）, ⑦Saunders, ⑧Philadelphia．

＊雑誌論文と単行本の見分け方は後ろに出版者、出版地が記載されているかで確認可能。
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引用文献の ３つの読み方

(３) ウェブサイト

①タイトル + ②URL + ③（参照日付)＊

①農林水産省 / 農業経営統計調査 平成20年度
牛乳生産費（全国）. ②http://www.maff.go.jp/j/

press/tokei/keikou/pdf/091225-01.pdf, 

③（参照2014-05-20）．

＊Webサイトが削除されたり移動されたりすることがあるので、参照日付が表記される。
英語ではaccessed とか citedと表記される。
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3. 文献データベースから探す

• 過去から最新の情報まで、どの雑誌にどのような記事・論文が掲載されてい
るか効率的に調べることができる。

• 著者別、主題別(キーワード別）などから検索できる。
• テーマに合ったデータベースを選択することで網羅的な文献検索ができる。

1) データベース で得られる情報

・書誌事項＝著者名 + 論文タイトル + 雑誌名+ 出版年 + 巻号 + ページ

・抄録 ＝論文内容の要約

2) リンク機能
・OPAC＝学内蔵書検索が可能

・電子ジャーナル＝全文へのアクセスが可能

3） アラート機能
・登録した検索条件による最新情報をメールでお知らせ
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文献データベースの 紹介 （その1）

データベース 作成・分野・収録情報 収録年 更新 アクセス

SCOPUS

作成： ELSEVIER(エルゼビア）
分野： 科学、技術、医学、獣医学、農学、社会科学など

世界で発行される22,000誌以上の学術論文、会議録、特許、
Webサイト上の科学技術情報などを収録。
1996年以降に出版された文献のすべてに参考文献が付与。
MEDLINEのデータが100％カバーされている。

1966 + 毎日 学内

PubMed

作成： U.S. National Library of Medicine ; NLM
(アメリカ国立医学図書館）

分野： 生物医学（薬学、医学、歯科学、毒物学、獣医学など）

世界で発行される約5,700誌（MEDLINEの索引）を対象。
収録対象の47％がアメリカ国内で発表・出版。90％が英語文献。
MEDLINEのインターネット版で24時間無料で検索可能。
MeSh (Medical Subject Headings)による統制語を各論文に付与。
MeShへの自動マッピング機能で検索可能。

1946 + 毎日 学内外
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文献データベースの 紹介 （その2）

データベース 作成・分野・収録情報 収録年 更新 アクセス

Biosis Citation Index
(Web of Knowledge)

作成： Thomson Reuters
分野： 生命科学（生物学、生化学、植物学、医学、

動物学、農学、獣医学、栄養学）

世界で発行される約6,000誌を対象。

・生物系統分類、主要概念、コンセプトコードの採用
全ての生物を界・門・目・科に分類し、さらに5桁の
コンセプトコード、生物概念（大人・子供/宿主・寄生
体など）でも検索可能。
病名は、MEDLINEのMeSh分類を採用。
化合物は、Chemical Abstracts のCAS番号を採用。

・引用文献のリンク、関連文献リンク、引用マップが
使用でき、さらに細やかな検索や引用分析が可能。

1970+ 随時 学内
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文献データベースの 紹介 （その3）

データベース 作成・分野・収録情報 収録年 更新 アクセス

JDream Ⅲ

提供：(株) ジー・サーチ. 作成： 科学技術振興機構（JST）
分野： 科学技術全般、医学、獣医学、酪農学、

生物科学、環境問題など

7分野のデータファイルで構成され、文献の収録総件数は
約6,000万件。
国内と海外の文献が検索可能。外国語の文献であっても
日本語で検索でき、日本語の抄録が付与。

1950+
ファイル
で異なる

学内

CiNii Articles

作成： 国立情報学研究所（NII)
分野： 全分野（人文・社会科学、自然科学）

国内で発行される学術論文、学会誌、紀要などの文献
情報を対象としている。収録総件数は約1,800万件。
国立国会図書館発行の雑誌記事索引のデータが収録。

1948+ 週次 学内外

医中誌Web

作成： 医学中央雑誌刊行会
分野：生物医学（医学、歯学、薬学、獣医学など）

国内発行の学術論文、会議録、講演集などの約6,000誌を
対象とし、約870万件の文献情報を収録。
「医学用語シソーラス」に基づいたキーワードを付与。

1983+ 月2回 学内



1515

文献データベースの 紹介 （その4）

データベース 作成・分野・収録情報 収録年 更新 アクセス

雑誌記事索引

作成： 国立国会図書館
分野：全分野（人文・社会科学、自然科学）

国立国会図書館が収集する雑誌のうち、学術誌・大学
紀要・専門誌の文献情報を対象としている。
文献の収録総件数は約1,140件

1948+ 年4回 学内外

日経BP記事検索
サービス

作成：日経BP社
分野：日経BP社が発行するビジネスやパソコン、医療など

さまざまな分野の専門誌約50誌をパソコンで読むこと
ができる。

タイトル
で異なる

タイトル
で異なる 学内

ルーラル電子図書館

作成： 農山漁村文化協会（農文協）

分野： 農業、食べ物、環境など

農山漁村文化協会が発行する書籍・雑誌のデータベース。

書籍「農業技術大系」「病害虫・雑草の診断と防除」、

雑誌「現代農業」などの全文をWebサイトで閲覧可能。

1984+ 毎日 学内

朝日新聞
作成： 朝日新聞社
分野： 朝日新聞 1984年8月- / AERA 1988年5月-

週刊朝日 2000年4月/ 知恵蔵 最新1年分
1984+ 毎日 学内



1616

書誌事項の 記述例 JDream Ⅲ

論題、著者、
雑誌名、巻号、
ページ数、出版年など

① 書誌事項

② 抄録

論文内容の要約

①

②

③

④ 学内所蔵確認
(My Collection)

OPAC
電子ジャーナル
ILL申し込み

④

③ シソーラス用語

同義語・類義語などを
分類・整理した用語集
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書誌事項の 記述例 CiNii

論題、著者、
所属機関

① 書誌事項

③ 抄録
論文内容の要約

② 学内所蔵確認
(LINKS@RGU)

OPAC
電子ジャーナル
ILL申し込み

①

②

③

④
④ 書誌事項

雑誌名、巻号、
ページ数、出版年
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書誌事項の記述例 SCOPUS

①

②

③

② 書誌事項

雑誌名、巻号、
出版年、ページ数
論題、著者など

③ Abstraｃｔ

論文内容の要約

① 学内所蔵確認

(LINKS@RGU)

OPAC
電子ジャーナル
ILL申し込み



1919

書誌事項の 記述例 ＰubMed

① 書誌事項

雑誌名、出版年、
巻号、ページ数
論題、著者など

② Abstract

論文内容の要約

①

②

③ 学内所蔵確認
(LINKS@RGU)

OPAC
電子ジャーナル
ILL申し込み

③
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リンクリゾルバの紹介

 文献データベースの検索結果から、学内で利用できる電子ジャーナル、

OPAC（蔵書検索）の確認がワンクリックで検索できる。

 学内に所蔵がない文献の取り寄せができる。

【対象データベース】
・Biosis Citation Index 
・SCOPUS 
・ＣｉＮii
・JDream III 
・PubMed
・医中誌Web 
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4. 文献検索の3つのｱｸｾｽ方法

１．図書館６階 文献検索コーナー

２．図書館ホームページ
http://library.rakuno.ac.jp/
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文献検索の3つのｱｸｾｽ方法

（1） ユーザ名・パスワードを入力、
種別は「学生」を選択し、ログインへ

３．リモートアクセス
セキュリティを確保した上で学外から学内専用のホームページが閲覧できる。
図書館ホームページから文献データベースを学内同様にアクセスできる。

＊リモートアクセスのアドレスは図書館カウンターに問い合わせてください。

(2） 図書館のホームページへアクセスは
学内WWWサーバをクリック
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文献検索の3つのｱｸｾｽ方法

(3） RINESの「各部情報」をクリック

【メモ】 終了する時はドアのマークを
クリックしてログアウト

(4） 学生用サイトの「附属図書館」をクリック
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5. 学外からの資料入手の３つの方法

１．文献複写

(1) 「文献複写申込書」
１論文につき１枚

必要事項を記入して３階・６階カウンターへ申し込む

(2) 「オンライン申し込み」
OPAC（蔵書検索）や文献データベースの検索結果画面から申し込む

＊複写料金 および 支払方法

１枚 35～50円

「私費｣ は申込者が複写料金を負担
「公費」は所属ゼミ教員の許可が必要
「速達扱い」は速達料金を負担

＊納期

５ ～１０日程度
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文献複写申込用紙 Duplicate Form ◆記入・貼付兼用 Fill in/ Paste
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文献複写 オンライン申込画面（1）

「酪農学園大学 Web OPAC」
の「GO」をクリック

「ILL複写依頼
（コピー取り寄せ）」をクリック

ユーザー名・パスワードを
入力後、「ログイン」をクリック

「次へ」をクリック

＊学内所蔵の有無を確認

＊「フルテキストへのリンクはありません」と
表示の場合は、学内から電子ジャーナル
で全文が閲覧できない。
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文献複写 オンライン申込画面（２）

＊支払区分（私費か公費）を選択

・・

・・

＊書誌情報が自動的に
反映される

＊公費は「選択」
をクリック

利用者区分を確認し、
「決定」をクリック

必要項目を入力後、
「申込」をクリック
＊次ページ以降、「決定」

を選択、依頼番号が表示
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5. 学外からの資料入手の３つの方法

2．現物貸借

（１）「現物貸借申込書」
１図書につき１枚

必要事項を記入して３階･６階カウンターへ申し込む

（２）「オンライン申し込み」
OPAC（蔵書検索）画面から申し込む

＊郵送料金 および 支払方法

無料

「速達扱い」は速達料金を負担

＊貸出期間

約２週間（申込先の大学によって異なる）
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5. 学外からの資料入手の３つの方法

3．他図書館を訪問

・北海道地区大学図書館相互利用サービス
http://web.sapmed.ac.jp/doill/

加盟 39大学 （2015年4月現在）

本学の学生証で閲覧・貸出が可能

貸出は各大学図書館の規則による

・他大学図書館
「紹介状」が必要な場合あり

図書館３階カウンターへ申込む

・公共図書館
北海道立図書館
江別市情報図書館
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6. 参考ホームページ （その１）

 酪農学園大学附属図書館

http://library.rakuno.ac.jp/

 CLOVER （酪農学園大学紀要など収録）

http://clover.rakuno.ac.jp/

 北海道大学附属図書館

http://www.lib.hokudai.ac.jp/

 国立国会図書館
http://www.ndl.go.jp

 北海道立図書館
http://www.library.pref.hokkaido.jp/

 江別市情報図書館
http://www.lib.city.ebetsu.hokkaido.jp/index.htm
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6. 参考ホームページ （その２）

 CiNii Books ( 図書・雑誌の所蔵している大学を調べる )

http://ci.nii.ac.jp/books/

 Google Scholar (全分野の文献検索サイト）

http://scholar.google.com/

 AGRICOLA (農学分野の文献検索サイト）

http://www.nal.usda.gov/

 AGROPEDIA (農林水産研究情報総合案内）

http://www.agropedia.affrc.go.jp/top


