
大学図書館活用法

大学生として学ぶために

日本大学図書館理工学部分館（船橋）
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情報の「新しさ」と「確かさ」

新聞・インターネット

学術雑誌（論文）

図 書

新しい情報

信頼できる情報

定説・概論

を
学
ぶ
た
め
の

道
具



自動車の「自動運転」

についてレポートを書きなさい

図書館を活用したレポート作成

事例：



レポート・論文の書き方手順

課題に関する基礎情報を集める（事典・図書・新聞…）。

論題（テーマ）を仮決めする。

関連文献情報を集める（図書・論文・学術雑誌記事）。

集めた情報をもとに、感じ、考えたことを文章にする。



図書館を利用して調べる

• 図書

• 雑誌

• 新聞

ＯＰＡＣ検索





ＯＰＡＣで 「自動運転」に関する
本を調べる







配架場所と請求記号に

したがって本棚で調べる
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貸出方法と返却方法

貸出カウンターで、 学生証と図書を係員に渡す

返却カウンターに図書を返す

（学生証の提示はいりません）

貸出冊数・期間 ５冊 ２週間

返却期限日を過ぎて返却すると、
超過した日数分貸出ができません！



「講」はシラバスに載っている

参考書

貸出できません



貸出中の本は、予約ができます



駿河台図書館の図書は
取り寄せができます
1日か2日で届きます

駿河台から船橋の本を取り寄せることも可能です



配架場所が「保存書庫」





図書館サービス



利用者サービス



ＩＤ：学生証バーコード下の番号16桁
パスワード：生年月日8桁（○○○○○○○○）

半角英数字で入力してください。

* パスワードは自己責任で管理し，定期的に変更してください。



ＯＰＡＣで雑誌を
さがす



雑誌記事を調べる

どんな雑誌に載って
いるかを調べる

データベースを
利用する

雑誌名から探す

ＯＰＡＣで検索する



「自動車技術」 という雑誌を探す



和雑誌を選ぶ

雑誌名：自動車技術 を入力する





雑誌の配架場所で雑誌を調べる

520.5 建築関係

建
築
関
係

建築関係

405-490.5
自然科学

505-590.5
工学

人
文
・
社
会
・
語
学
・
文
学２階から中２階

へ

人文・社会系図書

請求記号で
調べる



電子ジャーナルにアクセスしてみよう







電子ジャーナルの利用については、契約上、守らなければならない事項が定
められています。

【利用上の注意】
1. 文書や画像等を自動的、または組織的にダウンロードしたり、印刷したり、
（ダウンロード支援ソフトやファイル取得ツール等の利用）
長時間にわたってアクセスして文書や画像のダウンロードを繰り返すと、
システマティックダウンロードとみなされることがあります。

2. 以下の行為は禁止されています。
・ 個人利用以外の目的で使うこと
・ 営利・非営利を問わず複製・再配布すること
・ 著作権を侵害すること

契約に違反する利用があった場合、それが一個人の不注意な行為であった
としても、日本大学からのアクセスがすべて停止されることがあります。

電子ジャーナル利用上の注意



新聞記事を調べる

その日の新聞記事

２週間前の新聞記事

古い新聞記事

２階の新聞コーナー

中２階の新聞コーナー

新聞縮刷版

新聞データベース

「聞蔵」（朝日新聞）

「ヨミダス歴史館」（読売新聞）



新聞の

バックナンバー

１～２ヶ月

中２階へ 和
雑
誌

人文/社会系図書



新聞データベースの使いかた



朝日新聞と読売新聞の記事が検索できます

聞蔵で検索



記事の全文
が読めます

聞蔵を検索する





インターネット情報を利用する

レポート作成に利用できる情報は、

信頼できる運営者（大学・研究所・学会・学術
出版社・新聞社など）のもの

検索エンジンを過信しないこと

・官公庁（国土交通省など）
・学会（日本建築学会、土木学会、

日本機械学会など）
・出版社（電子ジャーナル）
・新聞社（新聞）



インターネット情報に書かれていた
文章をそのままコピー＆ペーストし
て、レポートを提出

図書の一部分をそのまま書き写し
て、レポートを提出

著作権法に違反した行為です！



著作権とは？

知的財産権のひとつ。文化的創作物（学術論文や
図書など）を他人に無断で使用されないよう著作
権法によって保護しています。

学術論文・文芸・音楽・美術・漫画・コンピュータ・プ
ログラムなどの著作物が対象

コピペも著作権法違反です。

著作権違反は研究不正のひとつです。



研究活動における不正行為

① 捏造（Fabrication）
ありもしないデータや研究結果などを作成する行為。

② 改ざん（Falsification）
研究資料・機器・過程に手を加えて、データや研究結果などを

操作、変更して、研究結果を真正でないものに加工する行為。

③ 盗用（Plagiarism）
他人のアイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文や

用語などを、その人の了解や、適切な表示なく流用する行為。

④ その他
論文などの著作者を適切に公表しない行為。(不適切なオーサーシップ)

同じ研究成果を重複して発表する行為。（二重投稿）

不正行為の証拠資料を隠滅したり、その立証を妨害する行為。など



● 図書館等における複製
（著作権法 第３１条）

● 引 用（著作権法 第３２条）

著作物等の「例外的に無断利用」ができる
場合のうち、大学生に関係する２例



図書館でのコピーの５原則

５．雑誌記事については、最新号は不可。

１．図書館の資料であること。

２．調査研究目的であること（娯楽は不可）。

３．１人につき一部まで。

４．一部分のみ（全部は不可・おおむね半分まで）

申込書に記入し、コピー後はＢＯＸへ



小笠原喜康『大学生のためのレポート・論文術』，

講談社，2006 (講談社現代新書).

引用文献の書きかた

図書

著者名
『書名』

出版社名 出版年 （シリーズ名）



時実象一「学術論文の著作権」,『情報の科

学と技術』, Vol.56, No.6, p.282-287，2005

引用文献の書きかた

雑誌論文

著者名
「論文名」 『掲載されている雑誌名』

巻
号 ページ

出版年



国土交通省総合政策局.建築着工統計調査（平成
２０年１月分）平成２０年２月２９日公表 （オ
ンライン）入手先
http://www.mlit.go.jp/toukeijouhou/chojou/ke
ncha.htm（Accessed 2008-03-24)

引用文献の書きかた

インターネット情報から引用する場合

サイトの運営者名. 記事の日付 タイトル.

(情報入手日)

サイトURL



これで大学図書館活用法の説明
を終了します。

大学での学修・研究のために、
図書館と図書館ホームページ
を積極的に活用してください。

ありがとうございました
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