
文献検索講習会

北見工業大学図書館

●配布資料

１）講習会レジュメ

２）アンケート

３）Scopusクイックレファレンスガイド

４）ScienceDirectクイックレファレンスガイド
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1

パソコンの電源を入れ、
ログインしておいてください



What’s “文献”？

・文献って何？
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学術研究に必要な図書や雑誌論文、
会議録等のこと。

先行研究を調べたり、研究の論理的な
証明・裏づけを行うために必要です。

・どうして文献が必要なの？



インターネットの情報ではだめなの？
WikipediaやGoogle検索の情報は玉石混淆

・誰でも掲載・修正ができる
→情報の質が保証されない

・アドレスが変更・削除される
→いつまでも閲覧できるとは限らない
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信頼できる情報（=文献）が必要!!



図書？ 雑誌？
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図書：一定の分量を持ち、１冊完結

※「請求記号」から探す。

雑誌：同じタイトルで定期的に刊行

（週刊、月刊、年刊、季刊…etc）
→ 雑誌は「巻号」の情報が必要

※「タイトル」から探す。（50音順 / アルファベット順）

論文は通常雑誌に収録されている。



雑誌論文はとても重要
～研究成果はこうして流通する～

① 研究成果を学会等で発表する

→ 会議録等に収録

② 研究成果を論文にまとめる

→ 学術雑誌に投稿・掲載

③ 知識として確立・定着

→ 図書として出版
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下に行くほど時間がかかり、数も少なくなるが、
内容は確立されていく。



学術雑誌に掲載された論文は...

•査読を経ている(peer reviewed)
→ 内容について審査されている

→ 内容の質が保証されている

•速報性が高い
→ 図書と比べ出版されるまでの時間が短い

→ 新しい研究内容に触れることができる
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たくさんの学術雑誌論文に触れることが重要



雑誌論文を探すには...
• 雑誌論文はOPAC(蔵書目録)では探せない。
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北見工大のOPACで「メタンハイ
ドレート」と検索しても7件しか
ヒットしない

雑誌論文を検索するには各種のデータベースを使う



図書館ホームページ
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国内・海外の科学技術系の
学術雑誌論文を検索する
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文献を探すデータベース①



•収録対象：国内・海外で発行された科学技術分野
（工学・医学等）の雑誌論文，会議録，技術レ
ポート等（約6,000万件）

※複数のデータベースの集合体

•標題（文献のタイトル）や著者名だけでなく抄録
（論文の要約）中の語句から文献を検索できる

•外国語の文献にも和訳された標題や抄録が付与さ
れている
→日本語で検索可能（※本文は和訳されていない）
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JDreamⅢとは...



JDreamⅢで
利用可能なデータベース
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JST PLUS 国内外発行の科学技術全分野の文献情報。 1981年～

JST 7580 JSTPLUS、JMEDPLUSのバックファイル。 1975年～80年

JMEDPlus 国内の医学・薬学関連の文献情報。 1981年～

JSTChina 中国の科学技術資料文献情報。 1981年～

JCHEM
有機低分子化合物データベース。化学物質
の商品名、治験番号、体系名等を収録。

-

MEDLINE
米国国立医学図書館提供の医学関連文献
情報。（北見工大は利用不可）

1946年～

JAPIDOC
日本医薬情報センター提供の、医薬品の有
効性、安全性に関する文献情報。

1983年～
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JDreamⅢの利用

• 学内ネットワークからのみ利用可能

• 料金は大学負担

• 北見工大 FullText対応
→フルテキスト（電子ジャーナル）や
蔵書目録（OPAC）へリンク
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JDreamⅢへのアクセス

図書館ホームページの
「各種サービス・学生支援」
→「データベース」
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・データベース自体のボタンを使う

→ブラウザのボタンは使用しない「戻る」ボタン等

・自動ログアウト：20分

→利用後は必ずログアウトすること

使用後は必ずログアウト

JDreamⅢ～使用上の注意～
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JDreamⅢへのログイン

「アドバンストサーチ」の場合
はファイルを選択

①JDreamⅢのトップページ
で「IP接続でログイン」をク
リック

②ログインページで「名前」を
入力
※（漢字・かな・ローマ字何で
もOK）

③「クイックサーチ」か「アドバ
ンストサーチ」をクリック



JDreamⅢ ～クイックサーチ～
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•検索エンジンの感覚で検索可能。

•検索ファイルは３通り選択可能。
①科学技術文献：JSTPlus + JST7580

②医学薬学文献：JMEDPlus + MEDLINE(本学は使用不可)

③科学技術・医学薬学文献： JSTPlus + JMEDPlus

• 理論演算子も使用可能

AND = ＊ OR = +    NOT = # 

※検索例題

① メタンハイドレート△埋蔵量
② メタンハイドレート△*△（埋蔵△+△採掘）

△=スペース



JDreamⅢ～クイックサーチ検索画面～
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Google等の検索エンジンと同じ感覚で検索できます！

①検索対象分野を選択
※通常は「科学技術文献」が選択されている

②検索語を入力

③「検索」をクリック

検索キーワード：メタンハイドレート△埋蔵量
△＝スペース
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JDreamⅢ～検索結果を見てみよう～

クリックすると論文の詳細
が表示される

必要な論文に☑を入れてま
とめて表示したり、ダウン
ロードすることができる
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JDreamⅢ～論文の詳細を確認しよう～
掲載誌情報：
論文が収録されている資
料の情報。巻数やページ
数もチェック。
※ISSN：雑誌固有の
８ケタの番号。
※発行国や言語にも注意

抄録：
論文の要約。ここを読んで
全文が必要か判断する

冊子体や電子ジャーナル
本文へのリンク

論文に付与されている検
索語等



• 北見工大のＯＰＡＣ・契約電子ジャーナルへの

リンク。北見工大 FullTextはここから

• 電子ジャーナルページへのリンク

• 国立情報学研究所が提供するCiNiiへのリンク

• 米国国立医学図書館提供医学・生物系の

情報検索データベースへのリンク

20

JDreamⅢ～本文等へのリンクアイコン～
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北見工大で利用可能な資料を調べる
～北見工大 FullText～

北見工大 FullTextとは

各種データベースから、
・電子ジャーナル等のフルテキスト
・北見工大OPAC（蔵書検索）
等へのリンク を生成する機能

リンクがあっても所蔵がある/本文
が読めるとは限らないので注意!
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北見工大 FullTextからリンクを辿る

CiNii Books等へ
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JDreamⅢ～検索結果を絞り込む～
①「簡易入力画面」を
クリック

②絞り込みたい検索条
件にチェックを入れる

③「検索条件セット」をク
リックすると、検索式に条
件が追加されるので、この
状態で、「検索」をクリック
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JDreamⅢ～英語論文の情報を見よう～

言語が「日本語」でない場
合、概ね「英文標題」がオ
リジナルのタイトルになる

タイトルや抄録は日本語が
付与されていますが、本文
はオリジナルの言語でしか
読めない。

英文・和文の
各タイトル

リンク情報



JDreamⅢ ～アドバンスドサーチ～
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•検索フィールドコードや演算子を用
いた高度な検索が可能。

•検索結果のかけ合わせが可能。

•統制語（シソーラス）を用いた検索
が可能。



JDreamⅢ ～アドバンスドサーチへの切替～
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ファイル選択へ戻る。

通常はJSTPlus ＋ JST7580 ＋
JSTChinaが選択されている

ファイルを選択して「アドバン
スドサーチ」をクリック



JDreamⅢ ～アドバンストサーチ検索画面～
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項目を指定して検索語を入力

検索履歴を‘AND’‘OR’で掛
け合わせることが可能

検索結果一覧はL番号をクリッ
クして表示させる



JDreamⅢ ～演習～
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・自分が検索したいキーワードで検索
してみましょう。

・質問があればどうぞ。
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文献を探すデータベース②

海外の全分野の
学術雑誌論文を検索する



エルゼビア社が提供する世界有数の
文献情報データベース。

キーワード、著者名等から、自然科学
系、人文・社会系の文献を検索できる。

 5,000以上の出版社、19,000誌以上の
学術雑誌を検索対象として収録

引用分析、ジャーナル分析等、多彩な
機能を有する。

日本語のインターフェースもあるが、検
索は「英語」でのみ可。
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Scopusとは
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Scopusの利用

・学内ネットワークから利用可能
→電子ジャーナル学外認証対応
学外からも利用可能

・料金は大学負担

・北見工大 FullText対応
→フルテキストや蔵書目録へリンク
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Scopusへのアクセス
図書館HP ＞各種サービス・学生支援＞データベース
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検索フィールドを指定

検索欄を追加できる
入力後にクリック

Scopus ～検索画面～

検索キーワード：methane△ hydrate （論文タイトル、抄録、キーワード）

：hachikubo （著者名） △＝スペース
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Scopus ～検索結果一覧画面～

検索結果をダウンロードしたり、
様々な分析をすることが可能

検索語の追加や、出版年・分
野等からの絞り込みが可能

この論文が引用‘された’回数

電子ジャーナル等へのリンク
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Scopus ～論文情報画面①～

収録誌情報

この論文“を”引用している文献
(Scopus収録分のみ)

この論文に関連の深い文献

電子ジャーナルや本学
OPACへのリンク



36

Scopus ～論文情報画面②～

この論文作成時に使用さ
れた参考文献
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Scopus ～著者情報を調べる～

著者名をクリック

Scopus収録のその著者の
論文だけでなく、引用状況
も調べることができる



Scopus ～質問・演習～
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・質問があればどうぞ

・検索したいキーワードで検索して
みてください。



国内発行の全分野の
学術雑誌論文を検索する
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文献を探すデータベース③



ＮII（国立情報学研究所）が提供する国
内の論文データベース。

キーワード、著者名などから、自然科
学系・人文社会系の文献を検索できる。

１８，０００誌、１，５００万論文に及ぶ膨
大な情報を検索の対象としている。

無料の検索サービスと、本文まで閲覧
できる定額サービス。
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CiNii Articlesとは
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CiNii Articlesの利用

• 検索はどこからでも可能（無料）

• 本文の閲覧は一部有料
→北見工大で契約しているので

学内ネットワークから利用可能
※全てではない

→電子ジャーナル学外認証対応で
学外からも有料部分を利用可能

• 北見工大 FullText対応
→フルテキストや蔵書目録へリンク
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CiNii Articlesへのアクセス
図書館HP ＞各種サービス・学生支援＞データベース
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CiNii Articles と CiNii Books

論文情報を検索するクリックで切替

全国の大学・研究機関等
の蔵書を検索する
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検索語を入力して「検索」

CiNii Articles の検索画面

CiNii Articlesである
ことを確認

検索キーワード：メタンハイドレート△分布
△＝スペース

大学名+「定額」と表示されていれば、定額
サービス（本文閲覧等）が利用可能
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参考文献、被引用文献のリス
トを閲覧できる

電子ジャーナルへのリンク。

CiNii Articles ～論文情報画面①～

CiNii論文PDFボタン →

があれば、CiNii登録済の本文見れます!



46

CiNii Articles ～論文情報画面②～

収録誌情報

参考文献一覧

論文情報を各種
形式で出力可能

北見工大FullTextはここから



CiNii Articles ～質問・演習～
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・質問があればどうぞ

・検索したいキーワードで検索し
てみてください。



電子ジャーナル・電子ブック
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電子資料を利用する



電子ブック ※同時アクセス：1

• NetLibrary (EBSCOhost eBook Collection) 378 タイトル

+ 無料洋書 3,500タイトル

• eBook Library (丸善) 357 タイトル

電子ジャーナル ※同時アクセス：無制限

※各パッケージとも契約タイトルのみ利用可能

 ScienceDirect (Elsevier) 1998～
※Energy and Power （エネルギー・電力）分野のバックファイルは全年度利用可能

 SpringerLink 創刊号～

 Wiley Online Library 1996～

 ACS Web Editions  (American Chemical Society) 1996～
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北見工大で契約しているタイトル
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電子ブックの検索

資料種別の「電子ブック」
に☑を入れて検索

検索結果の種別に
「電子ブック」と
表示される
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電子ブックの書誌画面

IDENT欄のURLをクリッ
クすると、本文へ
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電子ジャーナル・ブックリスト
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タイトルやISSNで検索

気になる分野のリスト
からチェック

クリックでジャーナルのページへ

学外からの利用は検索のみ。ジャーナルページの閲覧は「電子
ジャーナル学外認証」を利用してください。



 通常は学内からのみ利用できる電子ジャーナルや
電子ブック、文献データベースを学外から利用でき
るサービス。

 利用はシングルサインオンシステムから

統合ユーザアカウントでログイン。

 一部対応していないサービスも。

→JDreamⅢ等
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電子ジャーナル学外認証



電子ジャーナル・電子ブック

 ScienceDirect (Elsevier)

 SpringerLink (Springer)

 Wiley Online Library (Wiley)

 NetLibrary (EBSCOhost eBook Collection)

 eBook Library (丸善)

データベース

 Scopus (Elsevier) 

 CiNii Articles （国立情報学研究所: NII）
 JCR：Journal Citation Reports (Thomson Reuters）
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電子ジャーナル学外認証対象サービス
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電子ジャーナル学外認証へのアクセス

シングルサインオンシステムにログイン後、
「電子ジャーナル学外認証」をクリック

利用したいサービスを選択
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認証後の画面～CiNii Articles～

学外からも北見工業大学が契約し
ているサービスが利用可能に
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以下の行為は厳禁！

短時間に大量の論文をダウンロード・印刷
特にソフトウエア等を使用しての自動ダウンロードは厳禁。
発覚した場合、大学全体がアクセス停止となる他、
最悪の場合、出版社からの訴訟に発展する可能性も。

学外者への譲渡
ダウンロード・印刷した論文の利用は北見工大の構成員

（学生・教職員等）に限られます。

ダウンロード・印刷した論文のコピー・配布
第3者への電子メールでの送信，インターネットでの公開を含め

厳禁です。もちろん複製も厳禁です。

電子ブック・ジャーナル利用上の注意



ILLサービス・リクエスト
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北見工大にない文献は？
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ＩＬＬ＝図書館間相互協力 （InterLibrary Loan）
図書や雑誌を現物やコピーで取り寄せることができます。

〇料金

 文献複写（コピー取寄せ） ：図書館で負担します!!

 現物貸借（本を借りる） ： 図書館で負担します!!

※海外への依頼等は利用者負担

〇申込方法
・図書館ＷＥＢサービス”My Library”から
・図書館にある申込書に記入

ＩＬＬサービスを利用する
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図書をリクエストする
他の利用者にも読んでもらいたい図書があれば、
図書館で購入します!! （雑誌は不可）

●申込方法

・図書館ＷＥＢサービス”My Library”から

・図書館にある申込書に記入

※1人年間10冊まで。一般書も可。

みなさんからのリクエスト、
お待ちしています！！



図書館WEBサービス ‘My Library’
貸出状況の確認/貸出期間更新

自分が借りてる本の返却期限の確認や期限の更新ができます。

更新回数は１回です。

（返却期限が過ぎた図書、予約が入っている図書は更新できません）

文献複写/現物貸借の申込
北見工大にない図書や雑誌のコピーや現物を取り寄せること

ができます。（有料）

図書リクエスト
図書館に入れてほしい図書をリクエストできます。

ご希望に添えない場合もあります。

ブックマーク/検索履歴の保存・参照
OPACで検索した図書や検索条件を保存・参照できます。
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My Libraryへのアクセス
OPAC画面から

シングルサインオンシステムから

※いずれも統合ユーザアカウント

を使用してください。
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利用したいメニューを
クリック

図書館メニューから



化学書資料館
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日本化学会刊行した「実験化学講座」や「化学便覧」
をオンラインで閲覧ができ、化合物検索もできます。

URL: https://www.chem-reference.com/

その他のデータベース

理科年表 プレミアム
URL :
http://www.rikanenpyo.jp/member/?module=Member&action=Login

暦部、天文部、気象部、物理／化学部、地学部、生物部、
環境部の7部門にわたる広範なジャンルから約15,000項
目に及ぶ図表データに簡単にアクセスできます。



図書館・利用サービス担当

０１５７-２６-９１９４

tosyo04@desk.kitami-it.ac.jp

どんなことでもお気軽にお尋ねください。
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お問い合わせ先



「技術部」主催

パソコンでわからないこと等を丁寧

におしえてくれます。

会場：技術部室

時間：平日 9：00～12：00、13:00～17：00

※火曜日と金曜日の昼休みもやってます
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パソコン相談室



67

お疲れ様でした
最後にアンケートにご協力ください。

スライドのダウンロードはここから


