
1 
 

「レポート作成のための情報収集方法」 

レポート作成のために，必要な資料を収集する際，気を付けることがあります。資料の種
類には，図書，雑誌，新聞，視聴覚資料，電子資料などがあり，それぞれ特徴があります。
必要とする情報を入手するのに適した資料媒体を選んで，資料・情報を収集してください。 
 
資料媒体の種類と特徴   

  図書 雑誌 新聞 

特 
・情報の信頼性が高い。 

・速報性・時事性に劣る。 

・図書よりも先に研究者の研究

成果がまとめられている 

・速報性・時事性に優れ，客観性

の高い事実が報道されている。 

徴 
・情報量が多く，まとまって

いる。 

・学術雑誌・一般雑誌・業界雑

誌がある。 

・情報量が少なく，断片的であ

る。 

 

図書の探し方 

 どのような図書があるか，探してみましょう。 
（1） KSU-Cat（京都産業大学図書館蔵書検索） 

本学図書館が所蔵するほとんどすべての資料を検索。簡易検索，詳細検索のほか，
タグ検索があり，タグ検索では，本学教員が初年次生に薦める「学部の学び」の図
書を検索することができる。 
 

（2） CiNii Books（大学図書館の本を探す） 
全国の大学図書館が所蔵する本や雑誌の情報を検索。書誌情報と所蔵情報があり，
図書を所蔵している図書館がわかる。 
 

（3） 国立国会図書館サーチ（NDL Search） 
国立国会図書館をはじめ、全国の公共・大学・専門図書館の所蔵資料を検索。「すべ
て」で検索すると，「本」のほか，「記事・論文」，「レファレンス情報」，「デジタル
資料」なども検索。検索結果を画面左側の条件で絞り込むことができる。 
 

（4） 国立国会図書館オンライン（NDL Online） 
国立国会図書館検索・申込オンラインサービス。国立国会図書館の所蔵資料及び国
立国会図書館で利用可能なデジタルコンテンツを検索し、各種の申込みができる。 
 
 

https://ksucat.kyoto-su.ac.jp/
https://ci.nii.ac.jp/books/
https://iss.ndl.go.jp/
https://ndlonline.ndl.go.jp/#%21/
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（5） 国立国会図書館デジタルコレクション 
国立国会図書館で収集・保存しているデジタル資料を検索・閲覧するサービス。 
デジタル資料の公開範囲には，インターネット公開・図書館送信資料・国立国会図
書館内限定の３つがある。書誌情報はすべて公開。インターネット公開資料は，自宅
などから閲覧でき，図書館送信資料は，本学図書館内の特定の PC で閲覧できる。 
 

（6） 京都府立図書館蔵書検索  
京都府立図書館の蔵書検索。府立図書館のトップページに蔵書検索の検索窓がある。
図書の内容情報からも検索する。府内の図書館の蔵書をまとめて検索する K-Libnet
（京都府図書館総合目録 図書/雑誌検索）もある。 
 

（7） 3 館合同蔵書検索システム（京都府立京都学・歴彩館，京都府立大学図書館，京都府
立医科大学図書館） 
京都府内にある 3 館の蔵書検索。検索結果を，画面左側の条件で絞り込むことがで
きる。3 館合同蔵書検索システムの下に記載の館名は，それぞれの館のホームペー
ジにリンクする。検索結果表示画面左側に K-Libnet とカーリルで「同じ条件で探
す」リンクがある。 
 

（8） 国立国会図書館総合目録ネットワーク 
都道府県立図書館・政令指定都市立中央図書館の蔵書検索と県域の総合目録・横断
検索のリスト。主に和図書を検索。 
 

（9） WorldCat  
アメリカの OCLC が運営する，世界の図書館が所蔵する図書・雑誌・AV 資料・記事
/論文などを検索。書誌情報，所蔵情報がある。 

 

事典・辞典，統計・白書などの参考図書の探し方 

 事典・辞典，統計・白書などの参考図書も探してみましょう。 
（1） JapanKnowledge Lib  ＜学内限定＞ 

日本大百科全書、国史大辞典、日本人名大辞典、英和辞典、週刊エコノミスト、東
洋文庫、文庫クセジュなどを収録。 
図書館>データベースの「事典・辞典」にあり，「詳細」に利用の手引きがある。 
 

（2） ブリタニカ・オンライン・ジャパン（Britannica Online Japan） ＜学内限定＞ 
『ブリタニカ国際大百科事典』の大項目事典、小項目事典、『ブリタニカ国際年鑑』

https://dl.ndl.go.jp/
https://www.library.pref.kyoto.jp/opw/OPW/OPWSRCH1.CSP?ReloginFlag=1&DB=LIB&MODE=1
https://www.library.pref.kyoto.jp/cross/cross.html
https://opacs.pref.kyoto.lg.jp/drupal/
https://www.library.pref.kyoto.jp/cross/cross.html
https://calil.jp/
https://iss.ndl.go.jp/somoku/?page_id=329
https://www.worldcat.org/
https://japanknowledge.com/library/
https://www.kyoto-su.ac.jp/library/search/index.html
https://www.kyoto-su.ac.jp/library/search/index.html#04
https://japan.eb.com/
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を統合したデータベース。画面右上に「ガイドツアー」がある。図書館>データベー
スの「事典・辞典」にあり。画面右上のブリタニカ・オンライン（英語）をクリッ
クすると，英文の Britannica ACADEMIC に遷移する。 
 

（3） Gale eBooks ＜学内限定＞ 
Gale 社と他社発行のレファレンス eBooks を横断検索・閲覧できる。トップページ
に本学図書館が購入した図書の表紙が表示される。 図書館>データベースの「事典・
辞典」にあり，「詳細」に，利用の手引きがある。読み上げ機能があり，本文を聴く
ことができる。Merriam-Webster's Collegiate Dictionary®英英辞典も利用できる。 
 

（4） e-Stat 政府統計の総合窓口 
 日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイト。 

 
（5） e-Gov ポータル 
       e-Gov 法令検索 で，現行施行されている法令（憲法、法律、政令、勅令、府令、

省令、規則）を検索できる。 
 

雑誌記事・論文の探し方 

 雑誌記事や論文を探してみましょう。 
（1） CiNii Articles（雑誌記事検索。一部本文へのリンクあり。）「サイニイ」と読む。 

図書館>データベースの「雑誌記事索引」にあり。検索窓の下に，「すべて」と「本
文あり」があり，「本文あり」を選択すると，本文を閲覧できる文献のみを検索。検
索結果に表示される「J-STAGE」や「機関リポジトリ」のボタンを押すと，本文を
閲覧することができる。 

 
（2） Google Scholar  

Google の学術情報に特化した検索エンジン。引用情報も確認することができる。「特
許を含める」のチェックを外して検索する。 
 

（3） J-GLOBAL 科学技術総合リンクセンター（科学技術研究機構） 
J-GLOBAL には，研究者，文献，特許，研究課題，機関，科学技術用語，化学物質， 
遺伝子，資料，研究資源が登録されている。▼「文献」を選択すると，国内外の科
学技術・医学・薬学関係の文献を検索。「文献」の検索結果に「全文アクセス」と表
示されるレコードは，タイトルを押し，画面右の「全文情報」から本文を閲覧するこ
とができる。 

https://www.kyoto-su.ac.jp/library/search/index.html
https://www.kyoto-su.ac.jp/library/search/index.html
https://www.kyoto-su.ac.jp/library/search/index.html
https://www.kyoto-su.ac.jp/library/search/index.html
https://www.kyoto-su.ac.jp/library/search/index.html#04
https://www.kyoto-su.ac.jp/library/search/index.html#04
https://www.kyoto-su.ac.jp/library/search/index.html#04
https://academic.eb.com/levels/collegiate
https://academic.eb.com/levels/collegiate
https://go.gale.com/ps/start.do?prodId=GVRL&userGroupName=kyotouni
https://www.e-stat.go.jp/
https://www.e-gov.go.jp/
https://elaws.e-gov.go.jp/
https://ci.nii.ac.jp/
https://www.kyoto-su.ac.jp/library/search/index.html#02
https://scholar.google.com/
https://jglobal.jst.go.jp/
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（4） Web of Science ＜館内限定＞ 
世界中で影響力のある，自然・社会・芸術・人文科学分野の学術論文・学術書・会
議録などを検索。検索結果を被引用数（引用された回数）の多い順に並べ替えるこ
とで，影響力の強い論文を探すことができる。図書館>データベースの「雑誌記事索
引」にあり。 
  

（5） EBSCOhost  ＜学内限定＞ 
   外国雑誌論文の全文・抄録・目録を検索し，検索結果を印刷・保存・送信できる。 

書誌情報だけでなく，全文（フルテキスト）を PDF で読めるものもある。図書館>
データベースの「雑誌記事索引」にあり。 
 

次の雑誌や図書は，本学契約データベースで，閲覧できます。 
雑誌名・書名 データベース 収録範囲 

週刊エコノミスト 
毎策（毎日新聞記事検索） 1989 年（平成元）10 月～現在 

JapanKnowledge Lib 前年分と当年最新データ 

週刊東洋経済 Maruzen eBook Library  1895（明治 18）年～最新号 

週刊ダイヤモンド 
経葉デジタルライブラリー 
http://lib.keiyou.jp/（学内限定） 

1913 年～2000 年 

会社四季報 JapanKnowledge Lib 最新号 

現代用語の基礎知識 JapanKnowledge Lib 2019 年, 2020 年 

イミダス JapanKnowledge Lib 2018 年 

日経ビジネス 日経 BP 記事検索 1969 年以降 

日経トップリーダー 日経 BP 記事検索 

1999 年以降（2009 年３月までは日経
ベンチャー） 

電子版「朝日現代用
語・知恵蔵 2020」 

聞蔵 II ビジュアル（朝日新聞） 2020 年 

 
次の全集も，Web で読むことができます。 

全集名 データベース名 

『新編 日本古典文学全集』（小学館）全 88 巻 263 作
品（作品内の章段などを一部含む） 

JapanKnowledge Lib 

『文庫クセジュ』（白水社） ベストセレクション 
354 タイトル 

JapanKnowledge Lib 

『東洋文庫』（平凡社） 772 タイトル JapanKnowledge Lib 

 

https://www.kyoto-su.ac.jp/library/search/index.html
https://www.kyoto-su.ac.jp/library/search/index.html
https://www.kyoto-su.ac.jp/library/search/index.html
https://www.kyoto-su.ac.jp/library/search/index.html#02
https://www.kyoto-su.ac.jp/library/search/index.html#02
https://www.kyoto-su.ac.jp/library/search/index.html#02
https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=F44MSzT6erNGy1nn8XA&preferencesSaved=
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=f732665f-8038-461c-b0d5-3f0d49e6fdcf%40pdc-v-sessmgr05
https://dbs.g-search.or.jp/WMAI/IPCU/WMAI_ipcu_menu.html
https://japanknowledge.com/lib/search/economist/index.html?
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookList/P1/%25E6%259D%25B1%25E6%25B4%258B%25E7%25B5%258C%25E6%25B8%2588/P2/TITLE/P3/false/SS/DESCREGIST_ASC?2
http://lib.keiyou.jp/
https://japanknowledge.com/lib/search/shikiho/index.html?
https://japanknowledge.com/lib/search/gendaiyougo/index.html?
https://japanknowledge.com/lib/search/imidas/index.html?
http://bizboard.nikkeibp.co.jp/academic/
http://bizboard.nikkeibp.co.jp/academic/
http://database.asahi.com/index.shtml
https://japanknowledge.com/lib/search/koten/index.html?
https://japanknowledge.com/lib/search/quesaisje/index.html?
https://japanknowledge.com/lib/search/toyobunko/index.html?
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2Cshib&custid=s2929891&group=main&profile=ehost
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新聞記事の探し方 

 新聞記事を探してみましょう。  
（1） 新聞記事データベース＜学内限定＞を使う   

図書館>データベースの 「新聞・報道」 にアクセス。朝日・日経・毎日・読売。 
マニュアルは，データベース「詳細」にあり。 
 
Nexis Uni  ＜学内限定＞   
世界のニュース（New York Times、The Washington Post、Financial Times、Le 
Monde 等新聞・雑誌記事、BBC、CNN 等放送原稿ほか），企業調査・財務調査レポ
ート・M&A レポート，英米法を中心とした法情報 などを検索し，閲覧できる。 
図書館>データベースの「総合」にアクセス。「詳細」にクイック・リファレンス・
ガイド（日本語）あり。ガイドの 8.10 に「特定のソース（新聞等）を指定して最新
の記事を読む」検索法が記載されている。 
 

（2） 国立国会図書館リサーチ・ナビを使う 
 ・全国紙・地方紙の新聞社サイト集 
 ・スポーツ紙・業界紙の新聞社サイト集 
 ・全国紙等の記事索引・検索サービス 
 ・地方紙の記事索引・検索サービス 
 

調べ方を調べる 

 調べ方がわからないときに，参照しましょう。 
（1）リサーチ・ナビ（国立国会図書館） 
   国立国会図書館が提供する調べものの窓口となるサイト。人文科学分野に役立つデ

ータベースを集めた人文リンク集もある。 
 
（2）レファレンス協同データベース （国立国会図書館） 
  国立国会図書館が全国の図書館等と協同で構築している，調べもののためのデータベ

ース。登録データには，レファレンス事例／調べ方マニュアル／特別コレクション／参
加館プロファイルがある。 

 
 
 

https://www.kyoto-su.ac.jp/library/search/index.html
https://www.kyoto-su.ac.jp/library/search/index.html
https://www.kyoto-su.ac.jp/library/search/index.html#05
https://advance.lexis.com/bisacademicresearchhome?crid=328876f3-3428-4068-95a3-1b9fd215993e&pdmfid=1516831&pdisurlapi=true
https://www.kyoto-su.ac.jp/library/search/index.html#01
https://www.lexisnexis.jp/__data/assets/pdf_file/0007/310768/Uni.pdf
https://www.lexisnexis.jp/__data/assets/pdf_file/0007/310768/Uni.pdf
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-700033.php
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-700034.php
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-700003.php
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-1079.php
https://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/
https://rnavi.ndl.go.jp/humanities/jinbunlinks.php
https://crd.ndl.go.jp/reference/
https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdsearch/index.php?page=detail_ref
https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdsearch/index.php?page=detail_man
https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdsearch/index.php?page=detail_col
https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdsearch/index.php?page=detail_pro
https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdsearch/index.php?page=detail_pro
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レファレンス・サービス 

探している資料が見つからないとき，資料の探し方がわからないときなどには，図書館のレ
ファレンス・サービスをご利用ください。図書館のレファレンス・カウンターやメールで，
資料や情報の入手に関するご相談を受け付けています。 
 メールの宛先 ： lib-ref@star.kyoto-su.ac.jp  (情報サービス 参考担当) 
 メール記載事項： ご質問内容，学生証番号，氏名 
 

■レファレンス・サービス……調査や資料収集を支援します。データベースの検索方法や，

資料の探し方について，資料の入手方法など，わからないことがありましたら，お気軽にお

問合せください。 

 

■相互利用サービス……紹介状発行（他大学図書館に行く），コピーの取り寄せ，図書の借り受けを

することができます。但し COVID-19 の影響で，大学図書館では学外者の訪問利用が難しい状況です。 

 

■購入希望図書制度……学修に必要な図書を図書館蔵書として購入します。図書館内備え

付けの「購入希望図書申込書」か，来館できない理由のある方はメールでお申し込みくださ

い。 

                     （2020 年 12 月 1 日 京都産業大学図書館） 

lib-ref@star.kyoto-su.ac.jp
mailto:lib-ref@star.kyoto-su.ac.jp

