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検索キーワードを考える →２ページ

論文や雑誌記事を探す？

コピーを取り寄せる 掲載誌を見に行く WEBから入手する

・他大学からの取り寄せ ・カトリック大学協定校
・他大学図書館
・公共図書館

・国立国会図書館デジタルコレクション
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データベースで検索する →３ページ2

掲載誌、掲載箇所を特定する →10ページ3

白百合の所蔵を確認する：OPAC検索4

白百合に所蔵がない論文・雑誌記事を入手する5

論
文
・
雑
誌
記
事

入
手

論文や雑誌記事を探す方法を紹介します。
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https://www.shirayuri.ac.jp/lib/userguide/usftro00000089kn-att/a1608529315596.pdf
https://www.shirayuri.ac.jp/lib/userguide/usftro00000089kn-att/a1608529391245.pdf


検索キーワードを考える

P
Patients(対象者)

誰に 「子ども」に 子ども

I
Intervention(介入)

何をすると 「スマホ」を与えると
スマホ

スマートフォン

C
Comparison(比較)

何と比較して 「大人」と比較して 大人

O
Outcome(結果)

どうなるか 「悪影響」 悪影響、影響

読みたい論文をテーマごとに分解し、検索キーワードを考えます。
検索キーワードを抽出する方法として、「PICO(ピコ)」を紹介します。

例：「子どもへのスマホの悪影響」について書かれた論文を探したい。

①検索語の決定 ②データベース検索 ③掲載誌特定

これが
キーワード！

上記のキーワードを組み合わせて、探したい論文を検索していきます。
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データベースで検索する

①検索語の決定 ②データベース検索 ③掲載誌特定

検索方法を工夫する 検索キーワードを言い換える 同系統の文献を探す

検索のコツ →６ページ 類語で検索 →8ページ 類似文献を探す →9ページ

検索キーワードが決まったら、データベースで探します。

日本語の文献 →４ページ 日本語以外の文献 →５ページ

データベースから論文・雑誌記事を探す

契約している電子ジャーナルから探す：まとめて論文検索

上手く探せない時は
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Magazine Plus (マガジンプラス) ※大学契約データベース

明治期から現在までの国内雑誌記事情報。全文PDFの掲載なし

大宅壮一文庫雑誌検索サービス (おおやそういちぶんこ) ※大学契約データベース

大衆的な雑誌を中心とした雑誌記事索引。全文PDFの掲載なし

データベースで検索する：日本語の論文・雑誌記事

日本語の論文・雑誌記事が検索できるデータベースを紹介します。

CiNii Research (サイニー リサーチ) ※フリーサイト

国内学術雑誌論文情報。収録論文の1/4程度に全文PDFあり

メディカルオンライン ※大学契約データベース (全文PDFは、図書館窓口に依頼すれば入手可能)

国内の医学論文情報。収録論文のほとんどに全文PDFあり

2

雑誌記事検索

論文検索
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https://www.shirayuri.ac.jp/lib/search/database.html#jz
https://www.shirayuri.ac.jp/lib/search/database.html#jz
http://www.nichigai.co.jp/database/pdf/QG_mag.pdf
http://www.medicalonline.jp/
http://www.medicalonline.jp/img/mol_manual_kojin.pdf
https://www.shirayuri.ac.jp/lib/userguide/usftro00000089kn-att/a1608533806871.pdf
https://cir.nii.ac.jp/


データベースで検索する：日本語以外の論文・雑誌記事

JSTOR (ジェイストア) ※フリーサイト + 大学契約分野：「Arts & Science I」「Language & Literature」

英語、人文・社会科学系の書籍や学術雑誌論文情報。契約分野はすべてに全文PDFあり

Literary Reference Center (リテラリーレファレンスセンター) ※大学契約データベース

文学に関する書籍や文学研究雑誌情報。収録物のすべてに全文PDFあり

MLA International Bibliography (エムエルエー インターナショナル ビブリオグラフィー) ※大学契約データベース

言語学に関する論文記事情報。収録物の一部に全文PDFあり

PsycARTICLES (サイコアーティクルズ) ※大学契約データベース

心理学分野の査読学術論文情報。収録物の一部に全文PDFあり

PsycINFO (サイコインフォ) ※大学契約データベース

行動科学および精神衛生の分野における査読論文情報。収録物の一部に全文PDFあり

手順書はこちら

2

日本語以外の論文・雑誌記事が検索できるデータベースを紹介します。
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https://www.shirayuri.ac.jp/lib/search/database.html#fz
https://www.shirayuri.ac.jp/lib/search/database.html#fl
https://www.shirayuri.ac.jp/lib/search/database.html#fl
https://www.shirayuri.ac.jp/lib/search/database.html#fp
https://www.shirayuri.ac.jp/lib/search/database.html#fp


上手く探せない時は ― 検索のコツ2

検索方法を工夫する 検索キーワードを言い換える 同系統の資料を探す

検索のコツ 類語で検索 →8ページ 類似文献を探す →9ページ

上手く
探せない時は

！
OPAC検索には、

Google検索のような、スペルミス修正、意図を把握した結果表示 機能はありません。

・一文字でも異なると、ヒットしません
・「子供」と入力すると、「こども」「子ども」はヒットしません
・「首相」と入力しても「内閣総理大臣」の検索結果は表示されません

単語で区切る
文章は単語で区切って検索します
検索キーワードを分割することで、検索範囲が広がります

例：「ことばの心理学」約18件 ⇒ 「ことば 心理学」約80件

より多くの検索結果をヒットさせるために、基本的には下記方法で検索します。

⇒ OPAC検索には、正確な入力 と 論理演算などの 検索方法の工夫 が必要です！
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上手く探せない時は ― 検索のコツ2

AND検索
単語ごとにスペースを入れて検索します
検索キーワードを追加することで、探している資料が特定しやすくなります

例：「こころ」約2195件 ⇒「夏目漱石 こころ」約47件

平仮名検索
漢字表記が複数ある語句は、平仮名で検索します

例：「こども」で検索すると、「子供」「子ども」「こども」すべてがヒットします

あいまい検索
検索語が不確定な場合は、*(アスタリスク)をつけます

例：「*典」と検索すると、「事典」「辞典」両方がヒットします

部分一致検索
ヒット数が多い場合は、語句の前後に ””(ダブルコーテーション)をつけます

例：「journal of psychology」約49件 → 「”journal of psychology”」約3件

完全一致検索
完全に同じ語句のみ検索する場合は、語句の前に#(シャープ)をつけます

例：「こころ」約2195件 ⇒「#こころ」約47件

検索キーワードを入力する際のコツを紹介します。

検索方法を工夫する 検索キーワードを言い換える 同系統の資料を探す

検索のコツ 類語で検索 →8ページ 類似文献を探す →9ページ

上手く
探せない時は
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上手く探せない時は ― 類語で検索

検索キーワードを言い換えるコツを紹介します。

データベース

ジャパンナレッジ ※大学契約データベース

複数の百科事典や辞書を検索

ブリタニカ・オンライン・ジャパン ※大学契約データベース

国際大百科事典

検索方法を工夫する 検索キーワードを言い換える 同系統の資料を探す

検索のコツ →6ページ 類語で検索 類似文献を探す →9ページ

上手く
探せない時は

同義語にする 例：「収穫」→「成果」「効果」「産物」

口語を文語にする 例：「お金」→「貨幣」「紙幣」

外来語を和語にする 例：「アタッチメント」→「愛着」

略語を正語にする 例：「スマホ」→「スマートフォン」「携帯電話」

言い換える言葉が思いつかない場合は、類語を検索します。
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https://www.shirayuri.ac.jp/lib/search/database.html#jd
https://www.shirayuri.ac.jp/lib/search/database.html#jd


上手く探せない時は ― 類似文献を探す

検索方法を工夫する 検索キーワードを言い換える 同系統の資料を探す

検索のコツ →6ページ 類語で検索 →8ページ 類似文献を探す
上手く
探せない時は

データベース：CiNii Research では、

読みたい系統の文献が見つかっている場合に、下記リンクから類似文献を探すことができます。

キーワード検索

論文に付与されているキーワードから、類似文献が探せます

2 9/10



掲載誌・掲載箇所を特定する

読みたい論文が見つかったら、掲載誌・掲載箇所を確認します。
掲載誌・掲載箇所は下記のように読み取ります。CiNii Researchの例で解説します。

①検索語の決定 ②データベース検索 ③掲載誌特定

掲載誌 巻号 掲載ページ 雑誌の出版年

松山大学論集 30巻5-1号 P445-463 2018年12月

WEBで公開されているという表示

この欄に表示がある場合は、
WEB上で論文全文が公開されています
※無料公開されているかどうかは、リンク先のサイトで確認します

OPACに入力して
検索するのはこれ！
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番外編


