
図書館ガイダンス

中部学院大学附属図書館2020年度版

・論文の検索について
(データベース)



自分なりの

問題提起(テーマ決め)をし、

先行研究等の成果を踏まえ、

結論を論理的に主張した文章

論文とは

① 問題提起 (テーマを決める)

② 資料・情報の収集

●問題解決のヒントを探す 等

④ まとめ (執筆)

③ 整理・分析

●テーマについて調べる

●先行研究等を調べる

論文を書くための流れ
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資料・情報を集めよう！

論文を書くために、

資料・情報の収集は必要不可欠！

情報の宝庫である図書館を使いこなそう

今回はデータベースについてご説明します

だからこそ

でも

1人で情報を集めるのは大変
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データベースとは

論文等の検索や閲覧等ができる

様々なデータベースがあります

特定のテーマに沿ったデータを集めて

効率的に管理し、使いやすくしたもの

図書館では

様々なデータベースを

使って、情報を効率的に

GETしよう!!
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データベースの紹介
それぞれの特徴を知って、

データベースを使いこなそう！

●CiNii Articles
サイニー アーティクルズ

●メディカルオンライン

●ビジュランクラウド

●医中誌Web
いちゅうし ウェブ

●最新看護索引Web
さいしん かんご さくいん ウェブ

●ELNET
イーエル ネット

●EBSCOhost
エブスコ ホスト

●ScienceDirect
サイエンス ダイレクト

●JournalWeb
ジャーナル ウェブ

●Maruzen eBook Library
マルゼン イーブック ライブラリー

【論文検索】

【新聞検索】

動画

電子
ジャーナル

電子
書籍

【その他】

等
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データベース入口
図書館HP 

②

③

①

①本学の図書館HPを開く

②上部にある【データベース】をクリック
③利用するデータベース名をクリック
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●論文の検索
●論文の情報が多い

●ネット回線があればどこでも利用可能
●他サイト (機関リポジトリ等) へのリンクにより全文の閲覧可能

CiNii Articles (分野：全分野)
サイニー アーティクルズ

キーワードを

入力し検索

6
学内/学外



検索したキーワードに関連する論文の情報が表示されます (CiNii Articles)

①

②
③

④ ⑤

見方

①論文名 ②著者名 ③雑誌名 巻(号), ページ, 発行年

④アイコン【論文 本文等へのリンク】
※論文 本文がネットワーク上で読めるものもあります

⑤アイコン【図書館の蔵書検索へのリンク】
※本学図書館に、この雑誌があるかどうか確認できます

※学内のPC利用時にこのアイコンが表示されます

7



大学や研究機関等から発表された論文を公開している各サイト【機関リ
ポジトリ】にリンクしています。一部を除き、本文を閲覧できます。

500タイトル以上の学術雑誌、100タイトル以上の会議予稿集等を

公開するサイト【J-STAGE】にリンクしています。

一部を除き、本文を閲覧できます。

本学図書館が契約している、国内医学関係の論文検索データベース
【医中誌Web】にリンクしています。一部は抄録を閲覧できます。

本学図書館の【OPAC】にリンクしています。

●本学に該当論文が掲載されている雑誌があるかどうか確認できます。

●学内のPC利用時に、このアイコンが表示されます。

●雑誌自体はあっても、全ての巻号があるとは限りません。

必ず、巻号を確認してください。

●OPAC検索(雑誌)について分からない場合は、図書館HPにある

【利用案内動画】―【(5) OPAC検索及び資料の探し方】を見るか、

職員にお尋ねください。

各種アイコン (一例)

機関リポジトリ

J-STAGE

医中誌Web

中部学院大学OPAC
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医中誌Web (分野：医学・歯学・薬学・看護)
いちゅうし ウェブ

●論文・抄録の検索 ●シソーラス参照
●収録数：1,427万件以上
●同時アクセス：2名

キーワードを入力し検索

終了(ログアウト)

ウィンドウ(画面)を閉じる

※利用後は必ず

【終了(ログアウト)】ボタンをクリック

注 ウィンドウ(画面)を閉じただけでは、ログアウト処理がされません。

ログアウトしないと、その後20分程度ログインできず、皆が利用できなくなります。
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学内



検索機能 (医中誌Web)

① 絞り込み

[本文あり] 等、条件を絞り込む時は、

【絞り込み条件】にチェックを

入れて検索ができます

①

②

演算子
(AND,OR,NOT)

チェック項目 履歴検索

#1 and #2 #1 not #2#1 or #2

#1と#2を

両方含んでいる

情報の検索

#1の中で#2を

含まない

情報の検索

#1か#2の

いずれかが含まれた

情報の検索

#1 #2 #1 #2 #1 #2
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②履歴表示・履歴検索
●検索に使われた「検索式」と

検索結果の件数が表示されます

●検索した履歴に、チェックを入れ、

【履歴検索】すると、

その項目で再検索ができます

※複数チェック項目を入れ、

演算子を選択し、

【履歴検索】すると、

AND,OR,NOT検索ができます



検索したキーワードに関連する論文の情報が表示されます (医中誌Web)

①

②
③

④

⑤

見方

①論文名(論文の種類) ②著者名 ③雑誌名(ISSN) 巻号 ページ (発行年)

④アイコン【論文 本文等へのリンク】

※論文 本文がネットワーク上で読めるものもあります

⑤アイコン【図書館の蔵書検索へのリンク】

※本学図書館に、この雑誌があるかどうか確認できます
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検索方法等は

【YouTube】にて公開しています

メディカルオンライン
https://www.youtube.com/channel/
UC71ZBkIzsjLoIpxz0d6B2Ug

メディカルオンライン (分野：医学全般)

●論文・抄録の検索、全文の閲覧
●収録数：350万件以上
●学外利用：パスワード(PW)でログイン
●禁止事項：大量ダウンロード

12

※禁止事項を行うと、

大学全体が利用停止となります

学内/学外

※PWはマイライブラリに記載
(方法：21p-23p)

②

→②キーワードを入力し検索

【ホ ー ム】… すべての項目の横断検索
【文 献】… 論文検索
【く す り】… 医薬品検索
【プロダクト】… 医療機器 等検索 等

例：同一雑誌の文献を一度にたくさんダウンロードする／同じ文献を何度もダウンロードする／

(一括ダウンロードのアプリケーションを使用する等して) 機械的にダウンロードする 等

https://www.youtube.com/channel/UC71ZBkIzsjLoIpxz0d6B2Ug
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検索したキーワードに関連する論文の情報が表示されます (メディカルオンライン)

見方

①論文名 ②著者名

③雑誌名 巻(号): ページ , 発行年.

④アブストラクト
抄録が表示されます

⑤全文ダウンロード
本文が表示されます

※大量ダウンロード禁止 (12p)

⑥全文FAX送信
FAXで取り寄せができます (所要時間：30分程度)

※ご利用の際は、図書館にある

【文献ダウンロード申込書】にご記入いただき、

図書館カウンターにお申し込みください

①
②

③

④
⑤

⑥



最新看護索引Web (分野：看護)

さいしん かんご さくいん ウェブ

●論文の検索、全文の閲覧
●第42回以降、電子版となった

『日本看護学会論文集』の閲覧
●学外利用：パスワード(PW)でログイン

※利用後は必ず

【終了(ログアウト)】ボタンをクリック

終了(ログアウト)

ウィンドウ(画面)を閉じる

キーワードを入力し検索
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学内/学外

※PWはマイライブラリに記載 (方法：21p-23p)

●同時アクセス：3名

注 ウィンドウ(画面)を閉じただけでは、ログアウト処理がされません。

ログアウトしないと、その後20分程度ログインできず、皆が利用できなくなります。



15
検索機能 (最新看護索引Web)

①

②

③

②検索結果―表示順・表示件数
●表示順 ：【新しいデータ】【雑誌名】【分類】
●表示件数：【100】【300】【500】

③条件検索
雑誌名や巻号・ページの指定等、

キーワードだけでなく、より細かい条件で検索できます

全てを含む

(AND検索)
いずれかを含む

(OR検索)

AとBを

両方含んでいる

情報の検索

AかBの

いずれかが含まれた

情報の検索

① 検索条件の選択
複数の検索語を入力し、

検索条件(全て含む/いずれかを含む)を選択し、

検索をすると、AND,OR検索が行えます

A B A B
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検索したキーワードに関連する論文の情報が表示されます (最新看護索引Web)

①
②

③

④

⑤

①論文名 ②著者名

③雑誌名(ISSN) 巻(号) ページ 発行年月

④アイコン【論文 本文等へのリンク】

※論文 本文がネットワーク上で読めるものもあります

⑤アイコン【図書館の蔵書検索へのリンク】
※本学図書館に、この雑誌があるかどうか確認できます

無料で全文閲覧可

本学が契約しているデータベースへ

のリンク(全文閲覧可)

外部データベースへのリンク
(一部本文あり)

本学図書館にあるかどうかを調べる

【主なアイコン】

見方



ELNET (分野：新聞)

イーエル ネット

●新聞、雑誌の記事を検索、全文の閲覧
(一般紙では入手困難な、専門紙・地方紙等の記事を探す場合に役立ちます)

●同時アクセス：1名
●年間利用アクセス : 3000件

※利用後は必ず

【ログアウト】ボタンをクリック

注

●ウィンドウ(画面)を閉じただけでは、ログアウト処理がされません。

ログアウトしないと、その後20分程度ログインできず、皆が利用できなくなります。

●上限(3000件)を超えた場合は閲覧ができなくなるため、

本文 (テキスト・PDF) の閲覧の際は、必要なもののみ表示してください。

●閲覧・印刷のみ利用可能(※保存禁止)

ログアウト

ウィンドウ(画面)を閉じる

キーワードを入力し検索

17
学内
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検索機能 (ELNET)

①

②

① 検索条件の指定
期間や紙誌 (新聞/雑誌) を

指定することができます

② 検索件数の絞り込み

絞り込みの項目から件数を

絞り込むことができます

【記事データを表示】をクリック

検索条件にヒットした一覧が表示

検索した記事の一覧を見るには
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検索したキーワードにヒットした情報が表示されます (ELNET)

ここに記事が

表示されます

①

③

②

(1)

①アイコン
※ PDFアイコン 有

→本文閲覧可能

②記事・論文名

③資料名
発行年月日
ページ(面)   等

(2)

(3)

(4) (1)【②記事・論文名】をクリック
(2)【原文表示】をクリック
(3)【実行】をクリック
(4) 記事が表示され、閲覧できます

閲覧方法

※ 印刷したい場合は【印刷】をクリック
※ データ保存禁止
※【実行】を押すと、閲覧件数にカウントされます (上限：3000件) 。

記事原文の画面をうっかり閉じて、また【実行】で開くと、

さらにカウントされますので、慎重に操作してください。

見方



その他
データベース名 内 容 分 野 言 語 利用範囲

論
文
検
索

EBSCO
host

国外の論文/記事の

抄録・全文の閲覧
(同時アクセス：1名)

医学・
スポーツ 等

外国語 学内/学外

Science
Direct

エルゼビア発行の

電子ジャーナルを検索・閲覧
医学 等 外国語 学内

動
画

ビジュラン
クラウド

医学・看護分野の

動画の視聴
医学・看護・
健康・保健

日本語 学内/学外

電
子
ジ
ャ
ー
ナ
ル

Journal
Web

電子ジャーナルで購読中の

洋雑誌を検索・閲覧
医学・

スポーツ 等
外国語 学内

電
子
書
籍

Maruzen eBook
Library

購読契約した

電子書籍の閲覧
全分野

日本語
外国語

学内/学外
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学外から利用可能なデータベース
データベース名 学外利用方法

CiNii ネット環境があればどこでも利用可能

メディカル
オンライン 各データベースのログイン画面に、

マイライブラリにあるID・パスワード(PW)を入力してください

※ID/PWが表示されていない方はご利用できません
最新看護索引Web

ビジュランクラウド

EBSCOhost
マイライブラリにある【情報】の中の

EBSCOhostのリンクをクリックしてください

Maruzen eBook
Library

申請が必要となります。学内PCより申請ができます。

詳しくは、【図書館HP → データベース → Maruzen eBook Library 詳細 → 

『リモートアクセスのご案内(PDF)』】をご覧いただくか、職員にお尋ねください。
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ログイン名：s学籍番号
パスワード(PW)：ポータルと同じPW

s学籍番号

●●●●●●

図書館HP 

学外からデータベースを利用する―ログイン(マイライブラリ)
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氏名

ログアウト(必須)

学外からデータベースを利用する―マイライブラリ

※ID/PWは、絶対に他者に教えないでください

使いたいデータベースのログイン画面に、

このID/PWを入力してログインしてください

EBSCOhostは、ここから学外利用が

できます(ID/PW不要・ログアウト必須)
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論文の探し方 (簡略版) いいえ

※(1) 著作権 ≪大量ダウンロード禁止≫
印刷：1人1部まで

保存：印刷後、データは必ず消去してください

はい

※(2) OPAC検索の方法が分からない場合は、図書館HPにある

【利用案内動画】―【(5) OPAC検索及び資料の探し方】を見るか、

職員にお尋ねください
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印刷・保存

本学で

閲覧・コピー

ILL(複写依頼)※(1)

OPAC検索
本学に所在がある

※(2)

データベースで検索
全文掲載がある



本・論文等を取り寄せる(ILLサービス)
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他大学・他機関から本を借りるまたはコピーを取り寄せる (有料：複写代・送料)

本来は有料サービスですが…

学生支援により、

費用は大学が負担するので、

金銭の負担なく、利用ができます

申込書に必要事項を記入して、

図書館カウンターへ提出

データベースで全文掲載がなかった・本学に該当資料がなかった

その時は

受取

ILLサービス

後日(2日～5日程度)

依頼するには

※本の場合は、返却期限厳守
貸出館：公共図書館 … 館外貸出可能

他大学図書館 … 原則館内貸出 (館内でご利用ください)

※到着次第、連絡をいたします。お早めに図書館へご来館ください



参考文献・引用文献

※書き方は、分野によって異なります。必ず先生に書き方を確認しましょう！

例：日本看護科学学会の執筆要項の場合
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論文等を書く際、他者が書いた本や論文等の意見を参考・引用したりします。

その場合、きちんと参考・引用したことを記載しなければなりません。

記載をしないと、著作権法に触れ、盗作とされる危険性があります。

だから

作成した論文の最終ページに、参考・引用した文献を記載する

このリストを見れば、どの文献のどこのページを

参考・引用したのか、確実に分かるように記載する必要があります

論文を書く

これは

使える！

最終ページに参考・
引用した文献を記載

参考・引用となる

文献を発見

参考・引用した箇所

【書籍】 著者名(発行年次)：書名(版数),ページ数,発行地
【雑誌】 著者名(発行年次)：論文の表題,掲載雑誌名,号もしくは巻(号),ページ

【ウェブサイト】 サイト名：タイトル, Retrieved from:http://… .(検索日)


