袖ケ浦市立図書館 パスファインダー Ｎｏ．４

作成：袖ケ浦市立図書館 ２０２０．３

「情報検索」
～調べ方案内～
この問題を調べるには、どこから手をつけたらいい？
論文のための資料検索から、身近な疑問の解決まで、
図書館の本やインターネットなどでの「情報検索のしかた」をご案内します。
１．図書館で情報を探す
たとえば。。。こんな本があります。

タイトル

著者

図書館で調べる

高田 高史／著 筑摩書房

2011.06 01 ﾀ

寺尾 隆／監修 洋泉社

2017.02 015 ﾄ

長澤 雅男／共
著，石黒 祐子／
共著

2016.12 015 ﾅ

（ちくまプリマー新書 160）

図書館徹底活用術
ネットではできない!信頼される「調べる力」が身につく

レファレンスブックス 3訂版
選びかた・使いかた

出版者

日本図書館協会

発行年

請求記号

図書館の本は、内容によって分類され並んでいます。袖ケ浦市の図書館は、日本のほとんど
の図書館で使用されている「日本十進分類法」（ＮＤＣ）という分類体系により請求記号を
添付し排架しています。まずは、求める情報の分類の棚を見てみましょう。
① 日本十進分類法の仕組み
0から9までの数字を使って本の内容を大きく分類し、その中をさらに10ずつに分けていき、0～999に分類しています。
（参考）
１桁目

４分類２桁目

0

総記

1

（百科事典など）

４８分類３桁目

487分類 ４桁目

40 自然科学

480 動物学

487.5 魚類

心理、主教、哲学

41 数学

481 一般動物学

487.8 両生類

2

歴史、地理、伝記

42 物理学

482 動物地理、動物誌

487.9 爬虫類

3

社会科学

43 化学

483 無脊椎動物

4

自然科学

44 天文学

484 軟体動物、貝類学

5

技術、工業

45 地球、地学

485 節足動物

6

産業

46 生物科学、一般生物学

486 昆虫

7

芸術、スポーツ

47 植物学

487 脊椎動物

8

言語

48 動物学

488 鳥類

9

文学

49 医学、薬学

489 哺乳類

※袖ケ浦市立図書
館の請求記号の分
類は３桁表記を採用
しています

請求記号

487
ア

上段の数字は、分類記号です。
主題別に番号が与えられています。
下段のカタカナは、著者の頭文字

上段と下段を併せたものが「請求記号」です。
：分類記号の前のKは郷土資料を、
Rは参考図書を表しています。

② 図書館の利用者用の端末（ＯＰＡＣ）・ホームページのｗｅｂＯＰＡＣで本を探す
キーワードで探す
タイトル、書誌情報（内容解題）をフリーワード検索し、求める言葉の入っている資料を探せます。
件名検索で探す
館内の利用者用端末（OPAC）・・・「詳しく探す」⇒「件名」
図書館ＨＰ（ｗｅｂＯＰＡＣ）・・・「詳しく探す」⇒「件名」
フリーワードでは多数ヒットしてしまうものは、件名検索で探すと絞込みができ便利です。

③ 図書館で使えるデータベースで探す
袖ケ浦市立図書館は、下記の有料（会員制）データベースと契約しています。図書館利用者
は館内で無料で利用できます。なお、利用には申し込みが必要です。カウンターでお申し込
みください。（インターネットの利用は１人１日１時間までです）

聞蔵Ⅱテキスト

（中央図書館で使用できます）

朝日新聞の記事データベース。１９８５年以降の全地域面を収録（沖縄を除く）しており全国各地の出来事も検索可能。

日経テレコン21

（全館で使用できます）

過去30年分の日経４紙（日本経済新聞、日経産業新聞、日経MJ、日経ヴェリタス）の記事検索に加え、ビジネス
誌、全国紙の最新記事、企業、人物情報を検索できる、ビジネスのための情報データベース。

Ｄ1-ｌｏｗ 第一法規法情報総合データベース

（全館で使用できます）

第一法規による法情報総合データベース。憲法から条約、法律、政令、勅令、省令、規則の現行法令１万件、主
要９０法令について制定時から現在までの改正内容および条文、平成１３年以降の全廃止法令を収録。約３０
万件の判例とこれを理解するための要旨・解説情報、また、幅広い収録対象誌から収集した約７４万件の文献
情報等の法情報を登載。

官報情報検索サービス

（全館で使用できます）

官報（本紙、号外、政府調達公告版、資料版、目録）をインターネットで検索できる会員制サービス。昭和22年５
月３日・日本国憲法施行日以降～当日発行分（当日分は午前８時30分以降に公開）までの官報が検索できる。

国立国会図書館図書館向けデジタル化資料送信サービス（中央・長浦おかのうえ図書館で使用できます）
国立国会図書館の承認を受けた図書館に、デジタル画像を送信し、図書館内で画像の閲覧ができるサービス
です。昭和48年までに国立国会図書館で受け入れた図書など令和2年1月時点では、約151万点の資料が閲覧
可能です。

２．インターネットで情報を探す
インターネットの情報は玉石混交です。信頼度の高い情報へのアクセス方法やおすすめのサイトを紹
介している本と、紹介されているおもなサイトをご案内します。
たとえば。。。こんな本があります。

タイトル

著者

出版者

調べるチカラ

野崎 篤志／著

日本経済新聞出版
社

2018.01 002 ﾉ

中島 玲子／著，
安形 輝／著，宮
田 洋輔／著

日外アソシエーツ

2017.09 007 ｽ

「情報洪水」を泳ぎ切る技術

スキルアップ!情報検索
基本と実践

発行年

請求記号

① さまざまな事柄を調べるためのおすすめサイト

コトバンク
https://kotobank.jp/
朝日新聞、朝日新聞出版、講談社、小学館などの辞書から、用語を一度に検索できる国内最
大規模の無料辞書サイト。

地図リンク集
http://www.hir-net.com/link/map/
各種地図のリンク集。「航空写真」「古地図」「地価・路線価地図」「地形地図」などが探せる。

レファレンス協同データベース
http://crd.ndl.go.jp/reference/
公共図書館に寄せられた相談・質問の回答事例集。使用した参考文献も記載されている。

袖ケ浦市立図書館ホームページ ＞リンク集
https://sodelib.jp/link/
地図、法令、統計など、情報の検索に役立つホームページを紹介したリンク集。
② 論文･レポートのための情報検索
たとえば。。。こんな本があります。

タイトル

資料検索入門
レポート・論文を書くために

著者

市古 みどり／編
著，上岡 真紀子
／著，保坂 睦／
著

出版者
慶應義塾大学出版
会

発行年

請求記号

2014.01 ００７ イ

CiNii（サイニー） 学術コンテンツポータル
http://ci.nii.ac.jp/
国立情報学研究所運営の論文や図書・雑誌などの学術情報で検索できるデータベース・サー
ビス。

国立国会図書館サーチ
http://iss.ndl.go.jp/
国立国会図書館をはじめ、全国の公共図書館、公文書館、美術館や学術研究機関等が提供
する資料、デジタルコンテンツを統合的に検索できる「『知』のアクセスポイント」。

Google Scholar
https://scholar.google.co.jp/
Googleが提供している学術論文に限った検索が行えるサイト。日本国内で発表された論文に
限らず、世界各国の論文を検索できる。
③ ビジネスのための情報収集
たとえば。。。こんな本があります。

タイトル

著者

出版者

仕事に役立つ専門紙・業界紙
1歩前からはじめる「統計」の読み方・考え方

吉井 潤／著

青弓社

第2版 神林 博史／著 ミネルヴァ書房

発行年

請求記号

2017.05 070 ﾖ
2019.03 350 ｶ

中小企業ビジネス支援サイト J-Net21
https://j-net21.smrj.go.jp/
中小企業基盤整備機構が運営する、中小企業のためのポータルサイト。公的機関の支援情
報を中心に、経営に関するQ&Aや数多くの企業事例などを簡単に調べることができる。

総務省統計局
http://www.stat.go.jp/
「国勢調査」「経済センサス」など国が実施した統計情報を公表。
④ 法情報を調べる
たとえば。。。こんな本があります。

タイトル

世界の法律情報
グローバル・リーガル・リサーチ

法情報の調べ方入門 補訂版
法の森のみちしるべ

リーガル・リサーチ 第5版

著者

出版者

阿部 博友／編
著，小林 成光／
編著，高田 寛／
編著，高橋 均／
編著，平野 温郎

文眞堂

発行年

請求記号

2016.06 320 ｾ

ロー・ライブラリア
日本図書館協会
ン研究会／編

2017.09 320 ﾎ

いしかわ まりこ／
著，藤井 康子／著，
村井 のり子／著，指
宿 信／監修, 齊藤
正彰／監修

2016.04 320 ﾘ

日本評論社

e-Gov（イーガブ）法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/
総務省行政管理局が運営する電子政府の総合窓口（e-Gov）内にある、法令検索システム。
最新の条文が確認できる。新規施行法令、未施行法令、廃止法令等についても、別途一覧で
掲載。

裁判所
http://www.courts.go.jp/
最高裁判所、高等裁判所の判例が検索できる。裁判手続きの案内や各地の裁判所のリンク
集も掲載。

３．情報を活用する
① 論文･レポートを書く
たとえば。。。こんな本があります。

タイトル

著者

はじめての研究レポート作成術

沼崎 一郎／著 岩波書店

（岩波ジュニア新書 865）

出版者

発行年

請求記号

2018.01 00 ヌ

5日で学べて一生使える! レポート・論文の教科書
（ちくまプリマー新書 311）

理系のためのレポート・論文完全ナビ
レポート・論文の書き方入門

小川 仁志／著 筑摩書房

新版

第4版

これからレポート・卒論を書く若者のために 第2版

河野 哲也／著

2018.11 81 ｵ

講談社

2016.02 407 ﾐ

慶應義塾大学出版
会

2018.07 816 ｺ

酒井 聡樹／著 共立出版

2017.07 816 ｻ

佐渡島 紗織／編
著，坂本 麻裕子
／編著，大野 真
澄／編著

大修館書店

2015.12 816 ﾚ

タイトル

著者

出版者

予算獲得率100%の企画のプロが教える必ず通る資
料作成
OKがもらえる資料作成のツボとコツがゼッタイにわ
かる本
書く技術・伝える技術 改訂新版

大野 泰敬／
[著]

クロスメディア・パブ
リッシング

レポート・論文をさらによくする「書き直し」ガイド
大学生・大学院生のための自己点検法29

② ビジネス資料・報告書を作る
たとえば。。。こんな本があります。

仕事の効率をグンと上げるビジネス・ライティング

いちばんやさしい資料作成&プレゼンの教本
人気講師が教える「人の心をつかむプレゼン」のすべて

発行年

請求記号

2019.11 336 ｵ

奥秋 和歌子／
秀和システム
著

2018.02 336 ｵ

倉島 保美／著 あさ出版

2019.06 336 ｸ

高橋 惠一郎／
インプレス
著

2019.04 336 ﾀ

4. 情報活用の注意点
他人の書いた文章や写真を勝手にコピーして使用することはできません。
「思想または感情を」「創作的に」「表現したものであって」「文芸、学術、美術または音
楽の範囲に属するもの」は「「著作物」として「著作権」（コピーライト）が認められてい
るからです。「引用」「複製」はルールを守り行いましょう。
① 著作権について
たとえば。。。こんな本があります。

タイトル

著者

出版者

ウェブサイトの著作権Q&A

雪丸 真吾／編，
福市 航介／編，
宮澤 真志／編

中央経済社

2018.08 021 ｳ

奥田 百子／著

中央経済社

2017.09 021 ｵ

森 公任／監修，
森元 みのり／監
修

三修社

2018.10 021 ｽ

コンテンツ別

なるほど図解著作権法のしくみ 第3版
すぐに役立つ改正対応著作権・コンテンツビジネス
の法律とトラブル解決マニュアル

発行年

請求記号

公益社団法人 著作権情報センター（「ＣＲＩＣ」）
http://www.cric.or.jp/index.html
著作権制度の普及活動および著作権制度に関する調査研究等を通じて、著作権および著作
隣接権（以下「著作権等」）の適切な保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とし
て様々な活動を行っている公益社団法人。電話相談も受け付けています。
② メディア・リテラシーについて
テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、書籍、インターネットなどの「メディア」の情報は、常に正
しいとは限りません。テレビは常に「編集」されています。また、ステレオタイプな見方は
「思い込み」を生みます。「思い込み」や「先入観」から自由になり、内容をそのまま受け
止めるのではなく、自分なりに判断する力。それが、「メディア・リテラシー」です。
たとえば。。。こんな本があります。

タイトル

著者

その情報はどこから?

猪谷 千香／著 筑摩書房

2019.02 07 ｲ

小木曽 健／著 筑摩書房

2019.09 007 ｵ

三浦 準司／著 理論社

2017.06 070 ﾐ

ネット時代の情報選別力（ちくまプリマー新書 320）

ネットで勝つ情報リテラシー
あの人はなぜ騙されないのか

人間はだまされる
フェイクニュースを見分けるには

出版者

発行年

請求記号

