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 成城大学学生・大学院生のための資料・文献の探し方 

 

       1．図書、雑誌、論文、新聞記事を探す 

          1－1  OPAC で図書、雑誌を探す 

          1－2  参考文献リストから論文、図書、新聞記事を探す 

          1－3  データベースから論文、図書、雑誌、新聞記事を探す 

          1－4  ブラウジングで図書、雑誌を探す 

 

       2．本学図書館にない資料・文献を入手する 

          2－1  学外の図書館を訪問する 

          2－2  学外から図書を取り寄せる 

          2－3  学外から文献複写を取り寄せる 

          2－4  リクエスト（購入希望）する 

 

          （付）．欧文の参考文献リストで使用される略語一覧 

 

1．図書、雑誌、論文、新聞記事を探す 

 

1－1  OPAC で図書、雑誌を探す 

   

 本学図書館に所蔵している図書や雑誌の所蔵を確認することができます。 

 

① 検索窓にキーワード（タイトル、著者名、出版者など）を入力し検索してください。 

 ② 検索結果一覧が表示されたら、利用したい資料のタイトルをクリックしてください。 

書誌情報と所蔵情報を同一画面で見ることができます。 

③ 図書は「タイトル」「請求記号」「配架場所」を、雑誌は「タイトル」「巻号」「配架場 

所」をメモしておきましょう。 

 ④ メモを手がかりに、書架（1F、2F、3F、B1F、B2F）で資料を探しましょう。 

＊「配架場所」が B3F、旧館、貸倉庫などと表示されている資料は、『図書請求票』

や『雑誌請求票』に必要事項を記入し、メインカウンターで請求してください。 

＊「配架場所」が 3 号館雑誌室または 3 号館書庫と表示されている資料は、3 号館雑 

誌室カウンターで請求してください。 

      ＊図書は請求記号順、雑誌はタイトルのアルファベット順に配架されています。 
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1－2  参考文献リストから論文、図書、新聞記事を探す 

 

図書や学術論文の巻末（文末）には、著者が執筆の際に引用および参考にした図書や論文など

が掲載されています。この参考文献リストから関連するテーマの図書や論文などの先行研究を

探すことができます。 

 

☆参考文献リストの見方 

  

例 1 （雑誌中の論文－和雑誌） 

①        ②                                   ③       ④   ⑤   ⑥ 

石川徹也. オフィス情報管理システム機能の高度化. 情報管理. 1991, 33(10), p.877-886. 

① 論文著者名   石川徹也 

② 論文名      オフィス情報管理システム機能の高度化 

③ 誌名     情報管理 

④ 出版年       1991 年 

⑤ 巻号     33 巻 10 号 

⑥ 掲載ページ  877 ページから 886 ページ 

 

〈読み取り方〉 

石川徹也氏が書いたオフィス情報管理システム機能の高度化という論文が、情報管理という

雑誌（1991 年発行）の 33 巻 10 号の 877 ページから 886 ページに掲載されている。 

 

例 2 （雑誌中の論文－洋雑誌） 

①               ②                               ③ 

Pigram, John J.  Environmental implications of tourism development.  Annals of 

tourism research. 1980, 7(4), p.554-583. 

           ④   ⑤  ⑥ 

① 論文著者名    Pigram, John J. 

② 論文名      Environmental implications of tourism development. 

③ 誌名     Annals of tourism research. 

④ 出版年    1980 年 

⑤ 巻号     vol.7 no.4 

⑥ 掲載ページ  554 ページから 583 ページ 
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例 3 （和図書） 

①     ②                 ③    ④ 

千葉徳爾. 新考山の人生 : 柳田國男からの宿題. 古今書院, 2006. 

① 著者名      千葉徳爾 

② 書名：副書名   新考山の人生 : 柳田國男からの宿題 

③ 出版者         古今書院 

④ 出版年      2006 年 

 

例 4（洋図書） 

①        ②         

Kreitner, Roy.  Calculating promises: the emergence of modern American contract 

doctrine. Stanford, Stanford University Press, 2007. 

③    ④                 ⑤ 

① 著者名       Kreitner, Roy. 

② 書名：副書名  Calculating promises: the emergence of modern American contract  

doctrine 

③ 出版地       Stanford 

④ 出版者        Stanford University Press 

⑤ 出版年       2007 年 

 

例 5 （図書中の論文） 

①        ②                       ③          

上田閑照. “禅における「一即多」と「問答」”. 一即一切 : 日独哲学コロクィウム論文集.

辻村公一編. 創文社, 1986, p.123-135. 

④          ⑤   ⑥    ⑦ 

① 論文著者名    上田閑照 

② 論文名       禅における「一即多」と「問答」 

③ 書名：副書名  一即一切：日独哲学コロクィウム論文集 

④ 編者名     辻村公一 

⑤ 出版者        創文社 

⑥ 出版年        1986 年 

⑦ 掲載ページ   123 ページから 135 ページ 

 

参考文献リストの記述方法は幾通りもありますが、基本的なパターンを理解し、書誌情報 

（著者名、編者名、書名、雑誌名、論文名、出版者、出版年、巻号、掲載ページなど）を 

読み取れるようになりましょう。 
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1－3 データベースから論文、図書、雑誌、新聞記事を探す 

 

資料や文献を探すときによく利用されるデータベースです。 

 

① 日本の論文を探す（CiNii Articles） 

図書館 HP  ＞ 資料を探す・調べる ＞ DB/OJ データベース ＞ CiNii Articles 

 

   ＊検索結果に CiNii PDF - オープンアクセス、機関リポジトリ 、J-STAGE などのアイコンが 

表示されていれば論文の本文を閲覧できる場合があります。 

 

② 日本の雑誌記事・論文を探す（magazineplus） 〈学内のみ〉 

図書館 HP ＞ 資料を探す・調べる ＞ DB/OJ データベース＞ magazineplus 

 

  ＊目次情報が充実しているので論文のページ数などを調べるときに便利です。 

 

③ 外国の論文を探す（オンラインジャーナル） 〈学内のみ〉 

図書館 HP ＞ 資料を探す・調べる ＞ オンラインジャーナル、データベースの利用について ＞

「Publication Finder」へ接続する ＞ 

 

  ＊検索窓に雑誌タイトルまたは ISSN を入力し検索してください。 

    ＊論文名や著者名などから検索できる場合もあります。                      

 

④ 国内の大学図書館の図書や雑誌を探す（CiNii Books） 

     図書館 HP ＞ 資料を探す・調べる ＞  ウェブサイト情報源 ＞ 全国総合目録 ＞ CiNii Books 

 

    ＊検索した資料が本学図書館にある場合は、検索結果の先頭に表示されます（学内から 

アクセスした場合のみ）。 

 

⑤ 新聞記事を探す 〈学内のみ〉 

図書館 HP ＞  資料を探す・調べる ＞ DB/OJ データベース ＞ 新聞記事 

 

聞蔵Ⅱビジュアル（朝日新聞） 

ヨミダス歴史館 （読売新聞ほか） 

毎索      （毎日新聞） 

日経テレコン 21 （日本経済新聞ほか） 
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⑥ その他 〈学内のみ〉 

   図書館 HP ＞ 資料を探す・調べる＞ DB/OJ データベース ＞ 論文・雑誌記事【国内】 

 

    日経 BP 記事検索サービス大学版（日経ビジネスほか）         

      東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー（週刊東洋経済ほか）    

   D-VISION NET（週刊ダイヤモンドほか）    

            

 

1－4 ブラウジングで図書、雑誌を探す 

 

ブラウジングとは書架から図書や雑誌を直接手にとって探す方法です。 

 

・図書は主題ごとに分類され請求記号順に配架されています。同じテーマの図書は、同じ場 

 所に配架されていることが多いので、周辺の図書も一緒に探してみてください。 

 

・雑誌には論文や記事が掲載されているので、興味のある雑誌は書架（B1F／和雑誌、大学 

紀要、B2F／洋雑誌）に行って探しましょう。また、新しい情報を知りたい場合は、新刊 

雑誌コーナー（1F）や 3 号館雑誌室で新着雑誌をチェックしてください。 

 

 

2．本学図書館にない資料・文献を入手する 

 

探している資料・文献が本学図書館にない場合の入手方法を紹介します。 

 

2－1 学外の図書館を訪問する 

 

   所蔵館を直接訪問し利用することができます。 

 

〈他大学図書館〉訪問する際は紹介状が必要です。 

＊四大学（学習院大、成蹊大、武蔵大）および世田谷６大学（国士舘大、駒澤大、 

昭和女子大、東京都市大、東京農業大）の図書館を訪問する際は、本学の学生 

証で入館できます（昭和女子大への男子学生は紹介状が必要 

＊紹介状発行の際に相手館への事前の照会が必要となるため、日程に余裕を持っ 

 てお申込みください。 

 

〈公共図書館〉都（県）立図書館、市（区）立図書館などが利用できます。 

〈国立国会図書館〉満 18 歳以上であれば誰でも利用できます。 
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2－2 学外から図書を取り寄せる 

 

    必要な図書を学外から取り寄せて利用することができます。 

    〈申込件数〉年間 5 件まで無料（文献複写と併せて） 

          ※大学院生は年間 10 件 

        〈到着期間〉1 週間程度 

〈利用期間〉2～3 週間程度（館外への持出は不可） 

〈取り寄せできない資料〉 雑誌、AV 資料、貴重図書、参考図書など 

 

2－3 学外から文献複写を取り寄せる 

 

    必要な文献のコピーを学外から取り寄せることができます。 

    〈申込件数〉 年間 5 件まで無料（図書の取り寄せと併せて） 

           ※大学院生は年間 10 件 

    〈到着期間〉 １週間程度 

 

2－4 リクエスト（購入希望）する 

 

    本学図書館に所蔵していない資料を図書館に備え付けてもらいたい場合は、 

MyLibrary からリクエストすることができます。 

 

〈申込件数〉年間 10 件まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 お問い合わせ先：成城大学図書館レファレンス係 

refer@seijo.ac.jp  
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（付）．欧文の参考文献リストで使用される略語一覧 

 

注：〈 〉内は複数の場合、（独）（仏）（ラ）はドイツ語、フランス語、ラテン語を表す 

略語 完全形 意味 

Ann． Annales （仏）年報, 紀要 

Annu． Annual 年報, 年鑑 

anon． anonymous 作者不明の 

app． appendix 付録 

Arch． Archives 記録集 

art．〈arts．〉 article 論文, 記事 

Aufl． Auflage （独）版（ed．） 

Bd．〈Bde．〉 Band （独）巻, 冊（vol．） 

Beil． Beilage 追補, 補遺 

bibliog． bibliography 文献目録 

Bull． Bulletin 会報, 便覧 

cf． confer （ラ）比較せよ, 参照せよ（独 vgl．） 

c．, ch．, chap．〈chaps．〉 chapter 章 

cat． catalogue 目録 

cit． citation, cited 引用 

col．〈cols．〉 column 欄 

comp． 

〈comps．〉 

compiled 編纂 

compiler 編纂者 

d． died 故人（ラ ob．独 gest．仏 m．） 

diss． dissertation 博士（学位）論文 

ed．, edit． 

 

〈eds．〉 

edited 編集 

edition 版（独 Aufl．） 

editor 編集者  

ed．cit． edito citata （ラ）前掲書 

e．g． exempli gratia （ラ）たとえば, 例 

enl． enlarged 増補された 

et al． et alii およびその他 

etc． et cetera その他, などなど 

ex． example 例 

f．〈ff．〉 and following(page) およびその次のページ 

fac．, facsim． facsimile 複製版, 翻刻版 

fasc． fascicle 分冊 
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fig．〈figs．〉 figure 図, 挿絵 

fn．〈fnn．〉 footnote 脚注（独 Anm．） 

fo．, fol． folio 2 つ折版 

front． frontispiece 口絵 

hft． heft． （独）分冊, 号 

Hg．〈Hrsg．〉 Herausgeber （独）出版社, 編者 

ib．, ibid． ibidem （ラ）同書に（独 ebd．） 

id． idem （ラ）同上の, 同著者の 

i．e． id est （ラ）すなわち, 換言すれば（独 d．h．） 

illus． illustrated 図版あり, 図解による 

incl． include 含む 

inf． infra （ラ）以下に 

intro．, introd． introduction 序論, はしがき 

Kap． Kapitel （独）章 

l．〈ll．〉 line 行（詩の場合は v．〈vs．〉） 

Lat． Latin ラテン語 

l．c．, loc．Cit． loco citato （ラ）上記引用文中（独 a．a．O．） 

ms．, MS．〈mss．, MSS．〉 manuscript （手書きの）原稿, 写本 

n．〈nn．〉 note 注, 注釈 

N．B．, n．b． nota bene （ラ）備考, ～に注意 

n．d． no date 発行日付記載なし（独 o．J．仏 s．d．） 

no．, No．〈nos．〉 number 号, 番号 

n．p． no place 発行地記載なし（独 o．O．仏 s．l．） 

n．pag． no pagination ページ数なし 

n．s．（N．S．） new series 雑誌などの新しいシリーズ 

o．p． out of print 絶版 

op．cit． opere citato （ラ）前掲書中に 

orig． original 原作, 原図 

p．〈pp．〉 page ページ（独 S．） 

par．〈pars．〉 paragraph 節 

pl． plate 図版 

pref． preface 序文, まえがき 

proc． proceedings 議事録, 会報 

q．v． quod vide （ラ）～参照 

rev． revised, revision 改訂された, 改訂 

review, reviewed 書評, 批評された 
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rpt．, repn． reprint, reprinted 復刻版, 重版, 再版 

S． Seite （独）ページ（p．） 

sc．, scil． scilicet （ラ）言い換えると 

sec．, sect．〈secs．〉 section 項 

seq．〈seqq．〉 sequens （ラ）以下のもの 

ser． series シリーズ, 双書 

st． stanza 詩の節, 連 

s．v． sub verbo （ラ）～の語の下に, ～の語を見よ 

t．, tom． tome （仏）巻, 冊（vol．） 

tr．, trans． translation 翻訳 

translator 翻訳者 

translated 翻訳された 

u．i． ut infra （ラ）下記のように 

u．s． ubi supra （ラ）上記のように 

v．, vid． vide （ラ）～を見よ, 参照せよ 

v．d． various dates 日付不同 

viz． videlicet （ラ）すなわち 

vgl． vergleichen （独）比較せよ, 参照せよ 

vol．〈vols．〉 volume 巻, 冊（独 Bd． 仏 t．, tom．） 

 

 


