
根拠となる
情報を集める

自分の意見の根拠となる事実やデータを集め
整理していきましょう

文献リストを作って文献の情報を管理してお
くと、読み返したり引用する際に役立ちます

テーマによっては、文献収集だけでなく実地
調査が必要となるかもしれません
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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
他者の
意見

自分なりの意見

研究で得た成果

インタビュー調査の結果
統計データ
歴史的事実
など

他者の意見

研究で
得た成果



文献の管理について

No. 著者名 論文名 資料名 出版社 年 巻号 ページ 所在

１ AAA Ｄの諸問題
について

歴史 Ｇ出版 2015 24(6) 22-36 フォルダ「★-1」

２ BBB 日本の社会問題 Ｈ書房 2011 Ｋ図書館3階360//E

３ CCC 今後のＥと
Ｆの一考察

政治と経済 Ｉ社 2014 18 1-9 フォルダ「★-2」

︙ ︙ ︙ ︙ ︙ ︙ ︙ ︙
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文献情報（書誌データ）を管理する

文献そのものや自分のメモを管理する

カード、ノート、エクセル、
文献管理ソフトなどで

論文コピーをファイルで、
PDFデータをパソコンで、
文献管理ソフトで、など

※文献管理ソフトについては
こちらで紹介しています

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


根拠情報を得るための文献検索

海外の論文も読む

論文データベースで調べる

公的な資料（統計や法令など）を集める

国立国会図書館「統計の調べ方：基礎編」

阪大図書館Webサイト「法令を探す」

Web上で古い資料を見る

阪大図書館Webサイト「コレクション・電子化資料」

国立国会図書館「二次利用がしやすいデジタルアーカイブ」
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阪大契約の
論文データベースを
使ってみましょう

https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-102849.php
https://www.library.osaka-u.ac.jp/research_hourei/
https://www.library.osaka-u.ac.jp/collection/
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-1044.php


（まとめ）様々なデータベース

 CiNii Articles

 日本語の論文全般を検索できる、論文の一部はフルテキストあり

 Google Scholar

 海外を含めた論文全般を検索できる、論文の一部はフルテキストあり

 ProQuest Research Library

 人文・社会科学全般の海外論文を検索できる、論文のほぼ全てフルテキストあり

 MLA International Bibliography

 文学・言語学の海外論文を検索できる、論文の一部はフルテキストあり

 阪大契約データベースの一覧

 専攻語別のお役立ち情報一覧
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阪大契約

free

free

阪大契約

https://www.library.osaka-u.ac.jp/dblist/
https://www.library.osaka-u.ac.jp/gaikoku/links/


有料データベースを使うのはなぜ？48

〇ネット環境があれば誰でもどこでも使える

〇広範囲の情報を検索できる

×関係ない情報もたくさんヒットする（重要な情報が埋もれやすい）

×情報の信頼性が担保されていない

〇テーマに合った情報を探しやすい

〇情報の信頼性がある程度担保されている

× 使うにはお金がかかる

× 収録されている情報の範囲は限定的

無料データベースや検索エンジン（Yahoo!やGoogle）のメリット・デメリット

有料データベースのメリット・デメリット



人文・社会科学分野の外国語論文を探す

ProQuest Research Library

Proquestについて

人文・社会科学を中心に6000誌以上の洋雑誌
から論文情報を収録

5000誌については全文を収録

同じインタフェースを使用して、阪大で契約し
ている8種のデータベースを統合検索できる
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ProQuest Research Libraryのアクセス方法
（学内で使う場合）

50

大阪大学附属図書館Webサイト

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


ProQuest Research Libraryのアクセス方法
（自宅で使う場合）
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大阪大学附属図書館Webサイト

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


ProQuest Research Library
基本検索トップ画面
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「全文」にチェックを
入れると、データベー
ス上でフルテキストが
ある論文のみに絞れる

検索ボックス
（日本語論文は収録
していないので、英
語等で検索しよう）

「査読済み」にチェッ
クを入れると、同分野
の研究者による査定を
経た論文のみに絞れる



ProQuest Research Library
検索結果一覧画面
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データベースに全文がない
場合は大阪大学リゾルバを表示

絞込みオプション

論文名

著者名

抄録や論文の中で
検索キーワードが
出てくる部分をハ

イライト

掲載誌の情報
（＝書誌情報）

データベースに全文がある
場合は全文へのリンクを表示



ProQuest Research Library
検索結果詳細画面 全文がある場合
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類似ドキュメントの案内

テキスト全文（翻訳を押すと
機械翻訳してくれる）

文献リストに掲載す
るスタイルで表示

論文名、著者名、掲載誌の情報



ProQuest Research Library
検索結果詳細画面 全文がある場合
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抄録（翻訳を押す
と機械翻訳してく

れる）

インデックス用語で検索



ProQuest Research Library
検索結果詳細画面 文献情報だけの場合
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類似ドキュメントの案内

抄録（翻訳を押すと
機械翻訳してくれ

る）

関連主題（テーマ）で
検索できる

論文名、著者名、掲載誌の情報

大阪大学リゾルバ



ProQuest Research Library
統合検索をする
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検索するデータベースを変更

ERIC （社会科学分
野、教育分野）

New York Times 

Collection（英字新
聞）

IBA（芸術分野）など
のデータベースを選
択、また、解除



外国語の論文検索のコツ

•「わらべ唄（nursery song）」について知りたいのに、関係ない

文献「nursery….song….」などが出てきてしまう

•⇒二重引用符「” ”」で括る （例：” nursery song”）

フレーズ検索

•単数形と複数形をまとめて検索したい、語尾変化にも対応したい

•⇒複数の文字なら「*」を付ける （例：gene*→gene genes 

genetic など）

•⇒一文字なら「？」を付ける （例：wom？n→woman

women など）

部分一致・あいまい検索
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※上記はProquest Reseach Libraryの例です。
データベースによって仕組みが異なるので、使い方やヘルプを確認しましょう。



演習③ProQuest Research 

Library検索
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授業で演習課題資料を配布
された方は、ここで演習③を
解いてみましょう



言語学分野の外国語論文を探す

MLA International Bibliography

MLAについて

言語学に関する雑誌、書籍、学位論文など
4,400誌以上を収録

収録文献データは世界各国の文学、言語学、民
俗学分野など幅広く240万件以上

キーワードや主題（テーマ）で検索できる
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MLA International Bibliographyの
アクセス方法（学内で使う場合）
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「すべてのタイトルを
表示」を選択

MLA International 
Bibliography を選択

大阪大学附属図書館Webサイト

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


MLA International Bibliographyの
アクセス方法（自宅で使う場合）
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大阪大学附属図書館Webサイト

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


MLA International Bibliography
検索トップ画面
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「Linked Full Text」に
チェックを入れると、デー
タベース上でフルテキスト
がある論文のみに絞れる

検索ボックス



MLA International Bibliography
検索結果一覧画面
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絞込みオプション

論文名

著者名、掲載
誌の情報

この論文の主題
（テーマ）



MLA International Bibliography
検索結果詳細画面
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引用文献リストに
掲載するスタイル

で表示

論文名

著者名

抄録

関連主題（テーマ）で
検索できる

掲載誌の情報


