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論文検索ガイダンス
大阪大学附属図書館外国学図書館
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本日の目標2

卒論への

第一歩を

踏み出す

文献の探し方を理解する



本日の内容
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卒論のプロセスを把握する

プロセス①テーマを決める

プロセス②論点を決める

プロセス③論証（執筆）する

文献を探してみる



卒論作成の
プロセス
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６．論証（執筆）する

５．論証を補強する情報を集める

４．研究の論点を決める

３．テーマを深める情報を探す

２．卒論テーマを決める

１．興味関心の赴くままに情報を得る

卒論のプロセスを把握する

プロセス①テーマを決める

プロセス②論点を決める

プロセス③論証する

文献を探してみる



スケジュール管理をしましょう

•第５条 受講届を提出した学生は、１月20日までに所定の

表紙を付した卒業論文を教務係に提出しなければならない。

大阪大学外国語学部卒業論文に関する規程
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夏休み明けに中間発表を
行います！

ゼミでの締切は年内なので、
それまでに仕上げるように。

Aゼミ

Bゼミ

中間発表までに
研究の論点を決めて、

資料収集を
進めておきたいな…



アイデアを
言語化する

興味のあることについて、下記
をポイントにキーワードを書き
出してみましょう
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卒論のプロセスを把握する

プロセス①テーマを決める

プロセス②論点を決める

プロセス③論証する

文献を探してみる

分野（言語、文化、社会、文学、
歴史、経済、政治など）

場所（国、地域）

時代（現代、近代、中世、古代）

対象（人物、動物、モノ）



キーワードについて調べる

辞書を使って正確な知識を得ましょう

Japan Knowledge Lib

70以上の辞事典、叢書、雑誌が検索できる国内最大級の辞書・
事典サイト（同時アクセス数4）

OED Oxford English Dictionary

11世紀半ばから現在までの英語の発生・変遷を歴史的に扱った
英語辞典

外国学図書館 1階参考図書

（各分野の事典や語学辞書、百科事典）
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↑
外国学図書館が所蔵する
百科事典の一覧

↑

図書館Webサイト
参考図書紹介ページ

阪大契約

阪大契約

https://login.remote.library.osaka-u.ac.jp/login?url=https://japanknowledge.com/library/
https://login.remote.library.osaka-u.ac.jp/login?url=http://www.oed.com/
https://www.library.osaka-u.ac.jp/research_intro1/
https://opac.library.osaka-u.ac.jp/opac/opac_search/?lang=0&amode=2&appname=Netscape&version=5&cmode=0&kywd=&smode=1&kywd1_exp=%E7%99%BE%E7%A7%91%E4%BA%8B%E5%85%B8&con1_exp=all&dpmc_exp%5B%5D=%E5%A4%96%E5%9B%BD%E5%AD%A6%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8&sort_exp=0&disp_exp=20


卒論テーマを決めるための文献検索

キーワードを使って文献を探しましょう

本（図書）を読む
 まとまった知識が得られる

 書店で購入したり、図書館で借りたりできる

新聞を読む
 最新情報が得られるが、短い記事の集合のため内容は断片的

 外国学図書館1階新聞コーナーや、新聞データベースで読むことができる

インターネットで検索
 手軽で情報量が多いので最初のとっかかりを得るためには有効

 信頼性のある情報以外は参考程度にするのが無難
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まずは阪大
OPACで本を
探しましょう



図書館で文献を探す
阪大OPACで本を探す
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大阪大学附属図書館Webサイト

https://www.library.osaka-u.ac.jp/


図書館で文献を探す
阪大OPACで本を探す
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図書館で文献を探す
テーマで探す
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件名：テーマを表す言葉
付いてないものもある



図書館で文献を探す
テーマで探す
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隣の本：図書館の
本棚をバーチャル
で確認できる



引用文献（参考文献）から探す14

1.論文を書く際の心得
論文を書く時には心に留め

ておくべきことがあります。
AAAによると、２つの心得
があり、その具体例として…

2.論文の書き方
… …これについて、CCCは
著書の中で次のように語って
います。
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■

つまり… … … … … … …

3.参考文献
AAA著『●●●』
BBB著『▲▲▲』
CCC著『★★★』

論文の書き方について
もっと詳しく
知りたいから、

CCC著『★★★』を
読んでみよう



引用文献の読み解き方（和書）

仁田義雄（2005）『ある近代日本文法研究史』

和泉書院
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著者名 出版年 図書のタイトル

出版社



引用文献の読み解き方（洋書）

Birte Siim(2000). Gender and citizenship : 

politics and agency in France, Britain 

and Denmark. Cambridge. Cambridge 

University Press
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著者名 出版年 図書のタイトル

出版社出版地



引用文献の読み解き方（日本語の論文）

遠藤織枝(2013)「中国女文字・ハングル・

平仮名 : その女性性を中心に」『日本語

学』32(11): 64-79
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著者名 年次 論文のタイトル

雑誌のタイトル

巻(号) ページ



引用文献の読み解き方（外国語の論文）

Alexander, Anil et al. (2005) Aural and 

automatic forensic speaker recognition 

in mismatched conditions. Internat. J. 

Speech, Lang. Law 12(2): 214-234
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著者名 年次 論文のタイトル

雑誌のタイトル

巻(号) ページ



 図書・雑誌のタイトルと、論文・記事のタイトルを区別しましょう

 OPACでは、論文のタイトルでの検索はできません

雑誌

阪大OPAC検索時の注意点19

第三章
図書館

第二章
研究

第一章

開学

大阪大学の
歴史

阪大ワニ著

OPACで
検索できる

OPACで
検索できない

論文
「文化」

論文
「宗教」

論文
タイトル
「日本」

アジア

15巻1号

OPACで
検索できる

OPACで検
索できない

OPACで
検索できる

OPACで
検索できない

図書



図書館で文献を探す
阪大OPACで雑誌を探す
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図書館で文献を探す
阪大OPACで電子リソースを使う
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電子ジャーナル



電子ジャーナル（電子ブック）の
利用上のルール

• Systematic Download

•全文データ（PDF等）の複製、再配布

•全文データを研究や教育以外の目的

で使うこと

禁止事項
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図書館は自宅学習をサポートします

電子ブック

•「中国語」「中国」など、専攻語のキー

ワードで検索

• e-Bookで多読（多読資料専用ページ）

パスファインダー

•「卒業論文にとりかかる」「研究テーマ

の見つけ方（日本語教育編）」など
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https://www.library.osaka-u.ac.jp/ebook/
https://www.library.osaka-u.ac.jp/e-tadoku/
https://www.library.osaka-u.ac.jp/pathfinder/


図書館は自宅学習をサポートします

大阪大学学術情報庫OUKA

•言語文化研究科の紀要

•本文が見られる言語文化研究科の

過去の博士論文

•阪大生のためのアカデミック・ラ

イティング入門
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https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/?lang=0
https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/cate_browse/?lang=0&codeno=journal&schemaid=3000&catecode=200080
https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/thesis/search/100002011/?lang=0&cate_schema=1000&mode=0&codeno=cate_mtcd
http://hdl.handle.net/11094/71454


演習①OPAC検索

 問題．

 下記の論文を、どのようにすれば読むことができるでしょうか。
阪大OPACを使って検索してください。

 Parrill, Fey et al. (2018) The Relationship between Character Viewpoint 

Gesture and Narrative Structure in Children. Language and Cognition

10(3):408–434.
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https://opac.library.osaka-u.ac.jp/


演習①OPAC検索 解説①

 Parrill, Fey et al. (2018) The Relationship between Character Viewpoint 

Gesture and Narrative Structure in Children. Language and Cognition

10(3):408–434.

 雑誌のタイトル” Language and Cognition ”を検索

 利用可能範囲を確認し、「eJournal」アイコンをクリック

 All issuesのVolume 10 - Issue 3 - September 2018にあります
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論文のタイトル著者名

雑誌のタイトル巻（号）：ページ

年次



演習①OPAC検索 解説②

 Parrill, Fey et al. (2018) The Relationship between Character Viewpoint 

Gesture and Narrative Structure in Children. Language and Cognition

10(3):408–434.

 雑誌のタイトル” Language and Cognition ”を検索

 電子ジャーナルの詳細画面で のアイコンをクリック

 年、巻、号、開始頁を入力し をクリック

 ダイレクトに論文ページへリンクします
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論文のタイトル著者名

雑誌のタイトル巻（号）：ページ

年次


