文献の探し方
～学生用利用案内～
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Ⅰ 図書の探し方
ここでは、特定のテーマを扱った図書の探し方を解説します。すでに利用したい資料の書名・著
者等がわかっているときは、OPAC（Online Public Access Catalog、オンライン蔵書検索シス
テム）で検索してください。パソコンなどで利用できる電子ブックも OPAC で検索することが可
能です。
※OPAC の詳しい使用方法については、『OPAC ユーザーズガイド』をご参照ください。
１． ブラウジングする
図書館の書架で図書を直接探す方法です。図書館の資料は、主題により分類番号*（日本十進
分類法に拠る）が与えられています。探している主題の分類番号の書架を探してください。テ
ーマが漠然としているときに適した方法ですが、分野によっては冊数が多すぎて、自分のテー
マの図書を探し出すのに手間がかかることがあります。
＊分類番号については、最終ページの「明治大学図書館 分類番号概要一覧」もご覧ください。
２． OPAC を利用したテーマ検索
OPAC のタイトル欄やキーワード欄（書名・著者名・出版者・件名を同時に検索）に、調
べたいテーマに相当する言葉を入力して検索します。このとき、ヒットした件数が少なかった
り、自分のテーマに合わなかったら、言葉を変えたり（同義語、類義語）、より広い概念や狭
い概念をさす言葉で入力してみてください。件名欄や分類欄（詳細検索画面）はある主題につ
いてまとめて検索するのに適していますが、検索できる言葉や記号が決められています。
分類・件名については、OPAC 検索用パソコン周辺等に備え付けられた『日本十進分類法』・
『基本件名標目表』で確認してください。
３． 主題書誌で探す
中央図書館の参考書誌（請求記号の最後がＪのもの）や、和泉・生田・中野図書館の参考図
書（請求記号の最初がＲのもの）には、特定主題のもとに文献リストを掲載した図書目録があ
ります。主題書誌と呼ばれるこれらの資料も、分類番号により主題別に並べられています。

論文記事検索・各種データベース、
電子ジャーナルを利用する場合には
図書館のホームページのこちらから
アクセスしてご利用ください。
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Ⅱ 雑誌記事・論文の探し方
１． 雑誌記事・論文の検索
ここでは、雑誌記事・論文の検索方法を中心に解説します。
記事・論文をタイトルや著者名から検索するには、記事索引・文献目録等を利用します。
（※OPAC では、雑誌に収録されている記事・論文のタイトルや著者名で検索することはで
きません。
）
記事索引・文献目録等には、数多くの種類があり、また収録形態もオンラインデータベース・
CD-ROM・冊子体（=印刷資料）等と様々ですが、その主要なものを紹介します。
なお、情報の収録範囲（対象・期間）などの詳細や、そのほかについては、図書館ホームペ
ージを参照してください。
※外部データベースや CD-ROM の利用方法は p.7 をご覧ください。
①CiNii Articles http://ci.nii.ac.jp/
CiNii Articles は、学協会刊行物・大学研究紀要・国立国会図書館の雑誌記事索引データベ
ースなど、学術論文情報を検索の対象とする論文データベース・サービスです。
②雑誌記事索引（国立国会図書館）
わが国で刊行されている学術雑誌の記事を検索できる代表的な索引で、国立国会図書館が受け
入れた学術雑誌や大学紀要、研究報告などの和文の雑誌記事を収録しています。
NDL-ONLINE（国立国会図書館オンライン）
（https://ndlonline.ndl.go.jp/）では、一般公
開されています。
③magazineplus
雑誌・論文情報データベースです。前述の国立国会図書館「雑誌記事索引」データに加え、戦
後国内の学術団体が刊行した人文社会系の年次研究報告や学術論文集を収録しています。本学
では外部データベースとして利用可能で、検索結果のうち明大に所蔵がある雑誌には、
ＯＰＡＣへのリンクが表示されます。
④JDreamⅢ
科学技術や医学・薬学関係の国内外の文献情報を検索できる、日本最大級の科学技術文献デー
タベースです。本学では外部データベースとして利用できます。日本語のキーワードで、外国
語文献も検索可能です。
⑤D1-Law.com
法律関連文献および判例集の書誌情報を収録。文献情報としては、法律関係図書、法律専門雑
誌・研究紀要等、および朝日・毎日・読売・日経新聞に掲載された法律関係署名論文・対談等
を対象としています。本学では外部データベースとして利用できます。
⑥SciFinder Web
化学物質情報、化学文献情報、有機化学反応情報、試薬・化成品カタログ情報、既存化学物
質台帳の情報、医学文献情報、特許情報を網羅的に検索することができるオンラインデータ
ベースです。本学では外部データベースとして利用できます。
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⑦Web of Science
学術文献・引用索引データベースで、影響力の高い学術雑誌から必須の研究情報を取り出す
ことができます。また、引用情報に基づいた研究成果データや論文・雑誌の影響度などを調
査をしたり、研究活動や成果を分析することで、その分野の研究動向を把握することもでき
ます。本学では外部データベースとして利用できます。
⑧Scopus
抄録・引用文献データベースです。全分野（科学・技術・医学・社会科学・人文科学）に
渡り，22,000 誌以上のジャーナルに掲載された論文や 13 万タイトル以上の図書に関する
文献情報を収録しています。1800 年代からの抄録のほか，1970 年以降の論文は参考文献
の情報も収録しています。本学では外部データベースとして利用できます。
⑨その他の冊子体文献目録
中央・和泉図書館レファレンスブックエリア、生田図書館参考図書コーナー、中野図書館参
考図書書架には、さまざまな分野の雑誌記事索引や論文目録があります。特定の分野につい
て体系的に調べたいときや、データベース、CD-ROM 等の電子資料に収録されていない年代
などを調べるときに利用できます。
２． 電子ジャーナル
コンピュータネットワークを介して、利用できる学術雑誌のことです。データベースにアク
セスし、記事本文を読むことができます。本学では洋雑誌を中心に“電子ジャーナル”として、
図書館ホームページから利用できます。
（明治大学図書館 > 探す・調べる > 電子情報源 > 電子ジャーナル）
【主な電子ジャーナル】
・ACS (化学)
・AIP (物理学)
・APS (物理学)
・GBRC オンライン・ジャーナル (ビジネス)
・HCPP (英国議会資料)
・HeinOnline(法学)
・IEEE Xplore Digital Library (電気電子工学・コンピュータサイエンス)
・IPAP (物理学)
・J-STAGE (科学技術情報)
・JSTOR (人文・社会科学)
・MathSciNet (数学)
・Nature Online (自然科学)
・OSA (光学)
・ProQuest ABI/INFORM (ビジネス・経営情報)
・ScienceDirect (科学・技術・医学・社会科学)
・OECD iLibrary (OECD 出版物)
・SpringerLink (医学・数学・物理学・化学・工学・生物学)
・Wiley OnlineLibrary (科学技術・医学)
・日経 BP 記事検索サービス (日経 BP 社発行雑誌バックナンバー)
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Ⅲ 新聞記事の探し方
ここでは、新聞記事の検索方法を中心に解説します。
新聞記事を検索するには、外部データベース・CD-ROM・縮刷版目次等を利用します。以下
に、その主要なものを紹介します。なお、情報の収録範囲（対象・期間）などの詳細、その他に
ついては、図書館ホームページを参照してください。
＊外部データベースや CD－ROM の利用方法は p.7 をご覧ください。
①外部データベース
・聞蔵Ⅱビジュアル（朝日新聞記事検索、明治 12〈1879〉年～）: 朝日新聞社が提供する朝
日新聞記事デ―タべース。地方版の記事（沖縄を除く）のほか、『AERA』『週刊朝日』の
記事も検索できます。
・毎索（毎日新聞記事検索、明治 5〈187２〉年～）
： 毎日新聞社が提供する毎日新聞全文記
事デ―タべース。地方版を含め、日本全国の記事を検索できます。
・ヨミダス歴史館（読売新聞記事検索、明治 7〈1874〉年～）
： 読売新聞社が提供する読売
新聞記事デ―タべース。
『The Japan News』の記事も検索できます。
・日経テレコン（日経４紙、19７5 年～）
： 日本経済新聞社が提供する新聞記事や企業情報を
中心にした総合データベース。日経４紙（日経・産業・MJ・金融）の全文記事を収録して
います。また企業情報、人事情報、株価・債権、経済統計等も見ることができます。
・LexisNexis Academic（世界各国の新聞・雑誌記事）：LexisNexis が提供する総合情報デ
ータベース。世界各国の新聞 （New York Times, Los Angeles Times, Washington Post
など）
・企業情報、法律情報、医薬情報などから、主に英文の全文記事が収録されています。
・PressReader（世界各国の新聞・雑誌記事）
： 世界の 4,000 タイトル以上の新聞・雑誌の
最新号（～過去 1 か月分まで）を閲覧できます。紙面をめくる感じで、広告もそのまま見
ることができる新聞データベース。日本語への翻訳機能も付いています。
②冊子体
・縮刷版目次：朝日・毎日・読売・日本経済新聞の主要紙（全国紙４紙）については、縮刷版
を継続購入していますが、その各冊の目次から調べたいテーマの記事を探すことができます。
記事の掲載時期が概ねわかっている場合に有効です。
・ニュース事典、新聞集成：明治・大正・昭和時代の主要新聞記事を冊子体にまとめたもので、
各々に索引が付いているため、記事検索にも利用できます。「明治ニュース事典」、
「大正ニ
ュース事典」
、
「昭和ニュース事典」
、
「新聞集成明治編年史」、
「新聞集成大正編年史」、
「新聞
集成昭和編年史」などがあります。

Ⅳ

辞書・事典系データベース
【主な辞書・事典系データベース】
・JapanKnowledge: 日本大百科全書、日本歴史地名大系、日本国語大辞典ほか多数の辞書・
事典コンテンツを含む
・OED Online：Oxford English Dictionary 2nd ed. のオンライン版
・理科年表プレミアム：過去約 80 年分の理科年表のデータを掲載
・WHOPLUS：国内最大級の人物・文献データベース
・Marquis Who's Who on the web：世界の人物情報データベース
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Ⅴ 明治大学図書館に所蔵のない資料
本学図書館に所蔵のない資料についても、以下の所蔵検索、機関利用が可能です。
併せてご活用ください。
①山手線沿線私立大学図書館コンソーシアム
明治、青山学院、学習院、國學院、東洋、法政、明治学院、立教の８大学間では相互協力の
協定を結んでいます。各大学の図書館本館や指定の分館は、学生証を提示するだけで入館利
用することができます。また、所定の手続をとることで、図書の貸出も受けられます。詳細
は図書館ホームページで各大学の利用条件をご覧ください。なお、ＯＰＡＣで、コンソーシ
アム参加館の蔵書を横断検索できます。
②CiNii Books
http://ci.nii.ac.jp/books/
全国の大学図書館等が所蔵する本（図書や雑誌等）の情報を検索できるサービスです。探し
ている資料が全国のどの大学図書館にあるかが分かり、図書・雑誌のページから各大学図書
館 OPAC に直接リンクしているため、すぐに借りられるか等の詳細な情報を確認できます。
また、CiNii Articles に本文が収録されていれば、リンクをたどり本文まで表示できます。
③国立国会図書館 http://www.ndl.go.jp/
国立国会図書館の蔵書は、NDL-ONLINE （https://ndlonline.ndl.go.jp/ ） から検索すること
ができます。千代田区永田町にある東京本館は、満１８歳以上であれば誰でも入館利用がで
き、図書・雑誌の閲覧・複写が可能です。

Ⅵ レファレンス・サービス
１．相 談
各キャンパスの図書館のレファレンスカウンターでは、調べ方のサポートを行っています。手
がかりとなる情報源を含め、可能な限り詳細な情報を提示していただくと、よりスムーズに調査
を進めることができます。
２．他機関の利用
明治大学図書館で所蔵せず、前述の“山手線沿線私立大学図書館コンソーシアム”でも利用
できない資料の入手について相談を受け付けます。
①他機関の閲覧利用 紹介状を発行します。事前に先方へ、該当資料利用の可否・訪問予定日
時等を打診しますので、日時の余裕をもって申し込んでください。
②国内遠隔機関や海外からの取り寄せ 複写物や現物の取り寄せを依頼することができます。
（但し、現物の利用は明大図書館内のみ）。資料の到着まで日数がかかることがありますの
で、あらかじめ余裕をもって申し込んでください。
☆ オンライン ILL・・・学内外から ILL(文献複写・現物貸借)の依頼をオンラインで申し込
めます。利用方法は、図書館ホームページ > 申し込み・照会 > ILL・DDS 申込をご覧
ください。
３．参考図書
中央・和泉図書館レファレンスブックエリア、生田参考図書エリア・中野図書館参考図書コ
ーナーには、辞書、事典、年鑑、白書、統計書などの参考資料があります。請求記号の先頭は
“Ｒ”がついています。館外貸出はしていませんので、館内で利用してください。

-5-

Ⅶ 図書・雑誌・新聞の利用
１． 図 書
OPAC で配置場所・請求記号を確認し、所定の書架へ行き利用してください。
他キャンパスの図書館にある資料については、ポータルサービスを利用して取り寄せて利用
することができます。返却は、中央・和泉・生田・中野のいずれの図書館でも構いません。
２． 雑 誌
利用したい記事・論文の収録情報（雑誌名・巻号など）が特定できたら、OPAC で配置場
所・請求記号を確認してください。
①最近１年分の雑誌
【中央図書館】
開架または書庫
【和泉図書館】
開架または書庫
【生田図書館】
新着雑誌エリアまたは雑誌書庫
【中野図書館】
雑誌コーナーまたは集密書架
②それ以前の保存分
【中央図書館】
開架または書庫
【和泉図書館】
開架または書庫
【生田図書館】
雑誌書庫
【中野図書館】
集密書架
３．新 聞
＊現在、継続購入中の新聞は、図書館ホームページの「新聞リスト」をご覧ください。
① 当日の新聞
各館の新聞閲覧コーナー
② 以前の新聞
各館の新聞雑誌コーナー
【中央・和泉図書館】 前日から前々月までの分
【生田・中野図書館】 前日から前月までの分
＊それ以前の新聞は書庫に１年分保存していますが、縮刷版があるものはそれをご利用くだ
さい。
③ 縮刷版
朝日・毎日・読売・日本経済新聞の主要紙（全国紙４紙）の縮刷版は約１ヶ月半後に刊行
されています。
※縮刷版が刊行されると、新聞原紙は破棄されます。
④ マイクロフィルム
中央図書館では、古い年代の新聞をマイクロフィルムで所蔵しています。所蔵内容につい
ては、OPAC から最新情報を検索してください。利用は予約制で、申し込み先は中央図書館
B２貸出カウンターです。
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Ⅷ 外部データベース・CD-ROM の利用
１．外部データベースの利用方法
外部データベースは図書館内だけではなく、本学ネットワークから接続する（学内 LAN、
あるいは学外から VPN 接続）ことにより、学外からも利用することができます。
①利用条件
学生が利用するには、ＭＩＮＤ利用講習会を受講していることが条件となります。また、利
用の際は、共通認証システムアカウントが必要となります。
②利用可能なパソコン
各図書館の貸出ノートＰＣで利用できます。図書館外でも学内 LAN に接続しているパソコ
ンや、学外でも VPN 接続をしているパソコンから利用することができます。ただし、一部
のデータベースは契約上 VPN 接続できません。
③利用方法
図書館ホームページのトップページにある「データベース」のロゴをクリック > 外部デー
タベース一覧から利用したいデータベースを選択 > 「ログイン」ボタンを押し、共通認証
システム画面で ID とパスワードを入力してアクセスします。
【主な外部データベース】
○辞書・事典
・JapanKnowledge（辞書・百科事典）
・WHOPLUS（人物情報）
○雑誌記事・論文
・CiNii Articles（国内雑誌論文）
・Web of Science（海外学術論文）
・Scopus(海外学術論文)
・JDreamⅢ（科学技術論文）
○新聞記事
・聞蔵Ⅱビジュアル（朝日新聞）
・毎索（毎日新聞）
・ヨミダス歴史館（読売新聞）
・日経テレコン（日本経済新聞）
・LexisNexis Academic（海外新聞）
・PressReader（海外新聞）
○法律
・LEX/DB インターネット（判例情報）
・D1－LAW（法関連文献・判例集書誌情報）
○化学
・SciFinder Web（化学物質・文献情報）
２．CD-ROM の利用方法
OPAC で配置場所・請求記号を確認のうえ、受付窓口に利用を申し込んでください。
①受付窓口
【中央・生田図書館】 マルチメディアカウンター
【和泉・中野図書館】 レファレンスカウンター
②利用時間
図書館ホームページから「開館カレンダー」の“フロア別サービス時間”をご参照ください。
③プリント・アウト（有料）
印刷出力は「明治大学オープン・プリンター」（有料）に出力されます。
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【付 録】明治大学図書館 分類番号概要一覧

0*
01*
02*
03*
04*
05*
06*
07*
08*
09*
3*
31*
32*
33*
34*
35*
36*
37*
38*
39*
6*
61*
62*
63*
64*
65*
66*
67*
68*
69*
9*
91*
92*
93*
94*
95*
96*
97*
98*
99*

・日本十進分類法 新訂９版 第２次区分表（綱目表）をもとにしています。
・分類番号の*は「…ではじまる」の意。分類番号は、実際には階層構造になっており、展開により
詳細な主題となります。 例：320 法律➪329 国際法➪329.5 国際紛争の処理
総記
1* 哲学
2* 歴史
図書館・図書館学
11* 哲学各論
21* 日本史
図書・書誌学
12* 東洋思想
22* アジア史・東洋史
百科事典
13* 西洋哲学
23* ヨーロッパ史・西洋史
一般論文集・一般講演集
14* 心理学
24* アフリカ史
逐次刊行物
15* 倫理学・道徳
25* 北アメリカ史
団体
16* 宗教
26* 南アメリカ史
ジャーナリズム・新聞
17* 神道
27* オセアニア史・両極地方史
叢書・全集・選集
18* 仏教
28* 伝記
貴重書・大型資料等・明大文庫 19* キリスト教
29* 地理・地誌・紀行
社会科学
4* 自然科学
5* 技術・工学
政治
41* 数学
51* 建設工学・土木工学
法律
42* 物理学
52* 建築学
経済
43* 化学
53* 機械工学・原子力工学
財政
44* 天文学・宇宙科学
54* 電気工学・電子工学
統計
45* 地球科学・地学
55* 海洋工学・船舶工学・兵器
社会
46* 生物科学・一般生物学 56* 金属工学・鉱山工学
教育
47* 植物学
57* 化学工業
風俗習慣・民俗学・民族学
48* 動物学
58* 製造工業
国防・軍事
49* 医学・薬学
59* 家政学・生活科学
産業
7*
芸術・美術
8* 言語
農業
71*
彫刻
81* 日本語
園芸
72*
絵画・書道
82* 中国語・その他の東洋の諸言語
蚕糸業
73*
版画
83* 英語
畜産業・獣医学
74*
写真・印刷
84* ドイツ語
林業
75*
工芸
85* フランス語
水産業
76*
音楽・舞踊
86* スペイン語
商業
77*
演劇・映画
87* イタリア語
運輸・交通
78* スポーツ・体育
88* ロシア語
通信事業
79* 諸芸・娯楽
89* その他の諸言語
文学
日本文学
中国文学・その他の東洋文学
英米文学
ドイツ文学
フランス文学
スペイン文学
イタリア文学
ロシア・ソヴィエト文学
その他の諸文学

この利用案内は、編集時における図書館利用情
報の概要を記載したものであり、利用に係るす

文献の探し方 （学生用利用案内）
２０１８年４月発行

べての事項を説明したものではありません。
また利用条件は、諸般の事情により予告なく変
更する場合があります。

図書館内にいるときに地震が発生したら
1.

本棚から離れましょう。

2.

頭を守りましょう。

3.

揺れが収まるまで慌てず、動かないように
しましょう。

明治大学図書館
中央図書館（☎03‐3296‐4250）
〒101‐8301 千代田区神田駿河台１－１
和泉図書館（☎03‐5300‐1186）
〒168‐8555 杉並区永福１－９－１
生田図書館（☎044‐934‐7946）
〒214‐8571 川崎市多摩区東三田１－１－１
中野図書館（☎03‐5343‐8097）
〒164‐8525 中野区中野４－２１－１
明治大学図書館ホームページ
http://www.lib.meiji.ac.jp/

