
2021年度
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

3

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定
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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 3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4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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「外国図●●」
と書いてあれば、
外国学図書館に
あります

図書は請求記号の
数字順に棚に並ん

でます

貸出中の図書を
予約したり、他
のキャンパスか
ら取り寄せたり
できます



図書館で文献を探す
阪大OPACで本を探す
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新型コロナウイルス感染症にかかる国・自治体の対応方針により、
図書館の臨時閉館やサービス変更が発生します。

最新の情報は、図書館Webサイトでご確認ください。

大阪大学附属図書館全体のご案内

外国学図書館のご案内

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


図書館で文献を探す
テーマで探す
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件名：図書のテーマを
表す言葉



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

著者名ではなく、
「他」を意味する言葉

“International”の省略形

“Journal”
の省略形

“Language”の省略形



 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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「外国図」と
書いてあれば、
外国学図書館に
あります

ここに書いてある
巻(号)は図書館に
置いてあります



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

無償でアクセスできるデータベース・電子ジャーナル・電子ブック

このアイコンを
クリックすると、
Web上で読むこと

ができます

読むことができる
範囲（年、巻号）が
書かれています

https://www.library.osaka-u.ac.jp/off_campus_covid-19/


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/
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/?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



テーマを深め
論点を決める

論文とは何か？

○ 事実やデータに基づいた、自分なりの

意見を述べたもの

× 事実をまとめただけの報告書

× 個人的な感想文

自分なりの意見を「問い」と「答え」の形に
してみましょう

図書・論文を読んでテーマに関する知識を深
め、「問い」を見つけましょう
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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



他者の
意見

論文の構成と引用について29

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

ここが論文の核心です

自分の意見と
しっかり区別
しましょう

孫引きに注意



テーマを深めるための文献検索

論文を読む

先行研究から最新の知見が得られる

引用文献や論文データベースで調べる

過去の新聞を読む

最新情報や、歴史的な変遷を知ることができる

新聞データベースで調べる
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CiNii Articlesという
論文データベースと、
阪大で使える新聞
データベースを紹介

します



論文データベースで文献を探す
日本語の論文を探す

CiNii Articlesについて

日本語の学術論文を探すことができる

一部の論文はインターネット上で本文を読むことができる
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キーワードの組み合わせ32

高校 クラブ活動

クラブ活動部活

部活 支部活動

★高校のクラブ活動について調べたい

「高校 クラブ活動」

どちらも含むものを検索

★クラブ活動は部活と表記されているかも

「部活 OR クラブ活動」

どちらかを含むものを検索

★関係ないものがヒットしてしまう
支部活動に関するものを除きたい

「部活 NOT 支部活動」

NOTの後のキーワードを除いて検索



CiNii Articlesのアクセス方法
（学内で使う場合）
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大阪大学附属図書館Webサイト

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


CiNii Articles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/


CiNii Articles
検索結果一覧画面
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本文入手へのナビゲーター

論文名

著者名

掲載誌の情報
（＝書誌情報）

抄録（内容の
簡単なまとめ）

入力したキーワードが、論文名、著者名、収録雑誌名、
抄録のどこかにあれば、検索結果として表示される



CiNii Articles
検索結果詳細画面
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掲載誌の情報
（＝書誌情報）

抄録

他の検索サイト等への
リンク

全文テキストへ
のリンク

著者名

論文名



CiNii Articlesの便利な機能37

 大阪大学リゾルバで

できる３つのこと
①インターネット上で
本文が見られるか

②大阪大学に
所蔵されているか

③学外に所蔵があるか
（取寄申込みへのリンク）



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



演習②CiNii Articles検索

授業で演習課題資料を配布
された方は、ここで演習②を
解いてみましょう
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新聞記事を探す
紙の新聞（原紙）を読む
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 外国学図書館４階新聞コーナーにある新聞（１年保存）

 朝日新聞

 読売新聞

 毎日新聞

 産経新聞

 日本経済新聞

 人民日報海外版

 The Japan Times / International New York Times

 上記以外では、中国、ミャンマー、ロシアの過去の新聞を所蔵

 図書館Webサイト「新聞を探す」ページもご参照ください

https://www.library.osaka-u.ac.jp/gaikoku/newspaper_china/
https://www.library.osaka-u.ac.jp/gaikoku/newspaper_myammar/
https://www.library.osaka-u.ac.jp/gaikoku/newspaper_russia/
https://www.library.osaka-u.ac.jp/research_newspaper/


新聞データベースのアクセス方法42

大阪大学附属図書館Webサイト

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


阪大契約の主な新聞データベース43

誌名 データベース名

日本の新聞 朝日新聞 聞蔵IIビジュアル

読売新聞 読売新聞ヨミダス歴史館

毎日新聞 毎日新聞マイ索

日本経済新聞 日経テレコン21

海外の新聞 人民日報 People’s Daily

New York 

Times 

New York Times collection

世界各国の新聞や雑誌を
まとめて検索可能

Nexis Uni

Press Reader

マークがあるものは、リモートアクセス（学外・自宅からの利用）可能



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

44

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」

︙ ︙ ︙ ︙ ︙ ︙ ︙ ︙

45

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

47

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7000誌以上の洋雑誌
から論文情報を収録

5400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9種のデータベースを統合検索できる

49



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

53

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

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）

著者名

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

54

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

55

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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抄録（翻訳を押すと
機械翻訳してくれ

る）

論文名、著者名、掲載誌の情報

大阪大学リゾルバ

関連主題（テーマ）で
検索できる

類似ドキュメントの案内



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

58

※上記はProquest Reseach Libraryの例です。（ヘルプ> LibGuidesにも教材あり）
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。

検索結果が絞り
込まれている

https://proquest.libguides.com/proquestplatform


外国語の論文検索のコツ

•語尾変化にも対応したい / 検索語が不確か

•⇒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：advi？e→ advice advise）

部分検索・あいまい検索

59

※上記はProquest Reseach Libraryの例です。（ヘルプ> LibGuidesにも教材あり）
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。

ヒット件数が
増加している

ヒット件数が
増加している

https://proquest.libguides.com/proquestplatform


外国語の論文検索のコツ

• Proquestの場合、下記のような異なり語形は自動で

同時検索

•単数形と複数形

（例：woman→ woman women）

•形容詞の原形と比較級・最上級

（例：tall→ tall taller tallest）

•綴り違いの単語

（例：labor（米）と labour（英））

【参考】Proquestの検索支援機能

60

※上記はProquest Reseach Libraryの例です。（ヘルプ> LibGuidesにも教材あり）
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。

https://proquest.libguides.com/proquestplatform


演習③ProQuest Research 

Library検索

61

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



卒論への一歩
を踏み出す

まずは自分の現在地を把握しましょう

あなたは次のプロセスのどの段階にいますか？

68

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
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



次に進むためにどんな文献が必要で
すか？
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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 アイデアをキーワードに落とし込みま
しょう

百科事典や辞書、入門的な図書を読ん
で基本的な知識を得ましょう

図書や論文、過去の新聞記事を読んで
テーマに関する知識を深めましょう

より専門的な図書や論文、公的な資料
など、幅広く情報を収集しましょう



どうやって文献を探しますか？

 このガイダンス資料中のヒント

 事典類：7ページ

 図書：9ページ

 論文：47ページ

 新聞：43ページ

 公的な資料など：46ページ

 文献の調べ方・探し方の案内サイト

 大阪大学附属図書館Webサイト「しらべる」

 国立国会図書館「リサーチ・ナビ」

 幅広いジャンルの調べ方が掲載されています

 国立国会図書館「Asia Links」

 アジア地域の情報の調べ方を国別・テーマ別に探せます

70

実際に文献を入手し
読んでみましょう

https://www.library.osaka-u.ac.jp/research/
https://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asialinks.php


（まとめ）文献の探し方71

（興味のあるテーマについて）
どんな文献があるかを知る

論文データベース
文献リスト

文献の情報
（＝書誌情報）

文献がどこにあるかを知る
図書館の蔵書検索（OPAC）

文献を入手する
図書館に行って本を借りる
Web上で電子ジャーナルや電子ブックを見る



図書館は文献入手をサポートします

文献複写（コピーの取り寄せ）
 到着まで：3日～1週間程度

 費用：コピー代（白黒1枚40円～60円くらい）

＋送料

＋手数料がかかる場合もある

※著作権法で認められた範囲の複写に限ります。

※複数著者で構成された図書（論文集など）は、一人の著者が担当した部分が一つの
著作物に該当すると解釈されるため、担当部分全てのコピーはできません。

72

•図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された

著作物の一部分（発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作

物にあつては、その全部。第三項において同じ。）の複製物を一人につき一部提

供する場合

著作権法 第三十一条 第一項



図書館は文献入手をサポートします

現物貸借（図書現物の取り寄せ）
 到着まで：3日～1週間程度

 貸出期間：到着してから２～３週間程度

 費用：往復の送料（1,200円～2,000円くらい）

＋手数料がかかる場合もある

※館内利用のみ（自宅への持ち帰り不可）などの条件がつく場合があります。

※雑誌、参考図書、古い資料などは基本的に借りることができません。

73

•文献複写や現物貸借は、他大学や他機関との相互協力で成り立って

いる制度です。借り受けた資料は大切に取り扱うようお願いします。

汚れたり破れたりした場合は弁償となる場合があります。

利用時の注意事項



文献複写・現物貸借の申込み方法

 OPACでヒットした場合

現物の取り寄せは 、コピーの取り寄せは から申込み可能

 データベースで大阪大学リゾルバがある場合

をクリックして、

から申込み可能

 それ以外の場合

WebサイトやOPACの「Webサービス」から申込み可能
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図書館は文献入手をサポートします75

訪問利用の申込み

外国学図書館から

訪問希望の図書館へ

問い合わせ

訪問希望の図書館で

図書の確認、必要

書類について連絡

外国学図書館で

紹介状などの必要書

類を準備

必要書類を受け取る 図書館を訪問する

訪問利用（読みたい資料がある図書館へ行く）
 手続き（問い合わせや紹介状作成）には、３日～１週間程度かかります。

 早めに外国学図書館へご相談ください。

 関西大学、みんぱく図書室は手続きなしに訪問利用が可能です。

https://www.library.osaka-u.ac.jp/houmon/#kansaiuniv
https://www.minpaku.ac.jp/sharing/library/information/general


大学院生に気軽に相談できます

ラーニング・サポーター（ＬＳ）
 学生の皆さんの学びをサポートする大学院生スタッフです

 図書館３階「るくす」にてお待ちしています

 スケジュールはこちらをご覧ください。
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•学習相談

•レポート作成のアドバイス（原稿の日本語

チェックにも対応）

•パソコンの操作法の説明

•各種ミニ講習会の実施 など

サポート内容

https://www.library.osaka-u.ac.jp/gaikoku/ta/#activity


箕面市立図書館を使う77

箕面市立図書館について
 箕面市内に7館ある

 新図書館は外国学図書館と箕面市立船場図書館が一体化したつくりになって
いて、2階に箕面市立図書館の資料を配置。資料は市のOPACで検索できる。

貸出券の作成について
 外国語学部、言語文化研究科言語社会専攻の学生は箕面市立図書館の「通
勤・通学」区分で貸出券を作成できる

 学生証と住所が確認できる身分証を持って2階サービスカウンターで申込み

貸出期間、冊数、予約などのサービス
 貸出期間15日間（1回のみ延長可）

 貸出冊数は20冊まで

 予約・取り寄せも可。箕面市立図書館のWebサービスから申し込める。

https://www.library.osaka-u.ac.jp/minohsemba/
https://webopac.city.minoh.osaka.jp/opw/OPW/OPWSRCH1.CSP
https://webopac.city.minoh.osaka.jp/opw/OPW/OPWMAIN.CSP


国立国会図書館を使う

国立国会図書館について
 日本で唯一の国立図書館であり、国内最大の蔵書数を誇る

 東京本館、国際こども図書館、関西館の３館がある

 大阪大学から一番近いのは京都府精華町にある関西館

 満18歳以上なら誰でも利用可能だが、個人への貸出サービスはしていない

来館すれば利用できるサービス
 所蔵資料の閲覧・複写・相談

 豊富な電子ジャーナルやデータベースの利用

遠隔で利用できるサービス
 遠隔複写サービス

 図書館間貸出し
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https://www.ndl.go.jp/
https://www.ndl.go.jp/jp/use/e_journals/index.html


国立国会図書館を使う
遠隔で利用できるサービス

遠隔複写サービス（コピーの取り寄せ）

 申込み方法は２通り

外国学図書館経由の文献複写サービスで申込む

「インターネット限定登録利用者」になって個人で申込む

 コピー代、送料がかかる

図書館間貸出し（外国学図書館への図書の取り寄せ）

 外国学図書館経由の現物貸借サービスで申込む（個人申込は不可）

 外国学図書館内で閲覧できる、自宅等への持ち帰りは不可

 片道の送料がかかる（1,000円程度）
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https://www.ndl.go.jp/jp/registration/index.html


国立国会図書館を使う
デジタル化された資料を見る

国立国会図書館デジタルコレクション

 国立国会図書館が収集・保存しているデジタル化資料を公開。
1968(昭和43)年までに受入れた戦前期・戦後期刊行図書、議会資料、
法令資料及び児童書、江戸期以前の和古書、清代以前の漢籍等。

 公開範囲は三段階

や ・・・「インターネット公開」 誰でも閲覧可。

・・・「図書館送信資料」

総合図書館と外国学図書館の専用PCで
平日9時-17時に閲覧可。
印刷は有料で申込みが必要。

・・・「国立国会図書館内限定」

国立国会図書館のPCで閲覧可。
文献複写での取り寄せも可。
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https://dl.ndl.go.jp/


演習④次の一歩

 問題１．

 卒業論文に向けて、あなたが次に読む文献を１つ挙げてください。文献
の情報は下記を参考にできるだけ詳しく書いてください。

 図書の場合はタイトル、著者名、出版年、出版社など。

 論文の場合は論文のタイトル、論文の著者名、雑誌のタイトル、巻号、ペー
ジなど。

 問題２．

 上記で挙げた文献の入手方法を下記を参考に簡単に述べてください。

 〇〇図書館の〇階の請求記号〇〇にあるので借りる。

 電子ジャーナルでヒットしたのでPDFをダウンロードする。

 〇〇図書館に紙の雑誌があるのでコピーする。

 大阪大学の図書館には所蔵していないのでコピーの取り寄せを申し込む。
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お疲れ様でした！82

図書館は皆さんの学習・研究を応援しています。

質問がありましたらお気軽にどうぞ。

外国学図書館 利用支援担当

メール：ml-cir@library.osaka-u.ac.jp

電話：072-730-5126（平日9:00-17:00）

mailto:ml-cir@library.osaka-u.ac.jp

