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・専門書
・新聞、雑誌の
バックナンバー
・一般書(小説等)

・資格対策資料
・Readers
・視聴覚資料

・政治学関連
・法律学関連

・スポーツ関連
・工学関連
・視聴覚資料

中京大学の４つの図書館

ライブラリー

サービスセンター
（LSC）

０号館

法学文献センター
（LLC）

９号館

豊田図書館
（TL）

豊田ｷｬﾝﾊﾟｽ 10号館

名古屋図書館
（NL）

１号館



レポート・論文を書くための手順

STEP3
内容をまとめる

STEP1
テーマの選択

STEP2
資料を探す



興味のあるテーマ、与えられたテーマ
について意味を調べる

⇒使う資料は【参考図書】

辞書や辞典などのレファレンス資料で

言葉の定義を知る

関連するキーワードを探す

STEP1 テーマの選択



テーマについて理解する

⇒使う資料は【入門書】

新書・一般書などで

テーマに関する易しい解説を読む

STEP1 テーマの選択



レポート・論文を書くための手順

STEP3
内容をまとめる

STEP1
テーマの選択

STEP2
資料を探す



テーマについて詳しく調べる

関連する資料を集める

⇒使う資料は【論文】・図書・雑誌・新聞など

テーマに関する専門的な

情報を調べる

STEP2 資料を探す



論文が掲載されている資料

論文をまとめた本

最新の論文をまとめた雑誌

大学や研究機関の論文をまとめた冊子

学術図書

学術雑誌

紀要

紙媒体で読む



論文が掲載されている資料

論文をまとめた本

最新の論文をまとめた雑誌

大学や研究機関の論文をまとめた冊子

学術図書

学術雑誌

紀要

データベースで探すことができる

機関リポジトリ

電子ジャーナル

ウェブ上で読む



レポートに使える
資料の探し方

① OPACを使って
図書館の資料を
探してみよう



↓
その図書館がどんな本を所蔵しているのか

WEB上で調べられるシステム

Online Public Access Catalog

図書館の館内に
検索専用のPCが
あります

PCやスマートフォンを使って、授業に必要な本や資料、
読みたい本がどこにあるか探すことができます。

ネット上の 誰でも利用できる 目録



OPACで資料を探す

中京大学の所蔵状況を知りたいときに便利！



図書・雑誌を探す

タイトル・著者名・出版社等
がわかっている場合は

「詳細検索」から検索する

本のタイトルがわから
なくてもＯＫ！
（キーワードで探せます）



図書資料の情報を読みとく

ＯＰＡＣを使えば、本がどこにあるか、今日
借りて帰れるかがわかります。

所属キャンパスの資料が「貸出中」の場合は、
他キャンパスの資料を取り寄せることができます
すべての資料が貸出中の場合は「予約」ができます

巻号情報は、本を探す際に必要なものです



自動書庫資料の入手方法

所在が「名古屋自動書庫」のときは……

自動書庫は、すべて機械で
制御されているため、人が
入ることはできません。
⇒名古屋キャンパス所属の方

ログイン→OPACから出庫指示
⇒豊田キャンパス所属の方

名古屋キャンパスから取り寄せ



請求記号とは、テーマ・著者名で分類された記号
です

本のテーマ(主題)別
の番号

著者名の頭文字の
アルファベット+数字

必要に応じて使用
（ない場合もある）

本の背表紙

請求記号の見方



資料IDとは、本１冊ずつにつけられた番号のこと
です。資料の表紙や裏表紙に貼ってあるバーコード
と対応しています。

資料IDの見方

実際に探すときや、再度検索するときに便利なので
メモしておきましょう



雑誌の場合

雑誌はタイトルで検索してから目的の巻号を探しましょう

見たい巻号が中京大学図書館に
あるか確認

最新号から順に5件表示される

前の巻号を見たいときは、
「バックナンバーをさがす」に
希望の巻号を入力・または
「すべてのバックナンバーを表示」
から希望の巻号を選択



他大学の資料を探す

検索先サイトを
「他大学所蔵」に切り
替えることによって、
他大学の資料の情報も
検索できます！



中京大学にも所蔵がある場合の検索結果の見かた

中京大学の所蔵館が表示される

7



中京大学に所蔵がない場合の検索結果の見かた

104件の大学に
所蔵がある

所蔵大学の絞り込みをしたい
場合はここをクリック
(次のスライドへ)

それぞれこのボタンから
依頼ができる

8

所蔵している大学の
一覧が表示される



所蔵している大学図書館等
のリストが表示される

地域（県）ごとに絞り込む
ことができる



中京大学図書館
所属キャンパスの図書
館から、他キャンパス
の資料の取り寄せがで
きます

¥ 無料

全国の大学図書館
全国にある約1300館の大
学図書館に依頼ができま
す
資料の数にすると、
1,000万件を超えます調査協力・資料の提供

¥ 有料（実費負担）

調査協力・資料の提供

資料の取寄せについてまとめ
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②クリブサーチを
使って電子資料を
探してみよう

レポートに使える
資料の探し方



図書館内外の図書、雑誌、電子ジャーナル、
電子ブック、データベースなどが
まとめて検索できるツールです。

★クリブ(CULib)とは、
Chukyo University Libraryの

略です。 図書館キャラクター「くりぶー」



クリブサーチで資料を探す

キーワードを入れるだけ！



クリブサーチで資料を探す

本文が見られるものを絞り込む
こともできる

見たい文献のタイトル
をクリック！

論文のみに絞り込むときは
「記事」をクリック



クリブサーチで資料を探す

掲載誌名、出版年、巻号、ページ



クリブサーチで資料を探す

オンライン資料へリンク
をクリック！

論文がそのまま
読めます！



クリブサーチで資料を探す

本文なしの場合、入手方法を
クリック



クリブサーチで資料を探す

中京大学の所蔵を確認

各データベースで個別検索

中京大学に所蔵なし



レポートに使える
資料の探し方

③データベース・
電子ジャーナルを使って

探してみよう



一覧から選んで、決まったデータベース等を
使用することもできます

情報検索一覧から選択する



目的に応じて使い分けてみましょう！

中京大学で購入した電子ブックが見られます。
学術書のほか、一般書・語学リーダー・漫画・図鑑など
幅広い分野を揃えています。

電子ブック（e-book）

中京大学で契約している電子ジャーナル
（雑誌・週刊誌など）を見られます。
冊子体より早く最新号を読めるものもあります。

電子ジャーナル（EJ）

レポートのテーマに関する文献を探す時、法律判例や
統計データを検索したい時など、調べものをする時に
便利なツールが利用できます。

総合データベース

国内外のニュースについて読むことができるツールです。
画像で見られるものもあります。

新聞・記事等データベース



電子ジャーナルを読む ①

図書館HPの「電子ジャーナル」ページから探す
OPACで表示されないタイトルも見ることができます



クリブサーチのジャーナル検索で探す

電子ジャーナルを読む ②

いろいろな探し方ができます



記事一覧から
リンクをクリックする
だけで…

この雑誌に収録されてい
る論文がみられます

論文がそのまま
読めます！

電子ジャーナルを読む ③



Ｑ．日本語の論文を探したい

データベースでできること

Ｑ．外国語の論文を探したい

中京大学図書館HP ＞ 総合データベース



データベースによって得意分野が違います

詳しくはＷＥＢで！

科学・技術

高品質な学術誌

医学・薬学関連

社会科学

法律・判例



各新聞社のデータベースで記事検索ができます
（学内のみ）

新聞記事を探す



中京大学の機関リポジトリ

中京大学の紀要論文を
web上で見ることができます



学外からデータベースを見る

•CiNii
•EBSCOhost
•JapanKnowledge
•KinoDen
(紀伊国屋e-Book)
•Web of Science
•Science Direct
•Gale eBooks

•Maruzen eBook Library
•Springer Link
•Wiley 契約雑誌
•Oxford University Press 雑誌
•Gale Databases
•National Geographic Virtual
Library

•The Economist Historical
Archive 1843-2014 など利用方法

利用できるデータベース（2022年 4月現在）

（キャンパス外からの利用につい
てはこちら）から、ログイン方法
を確認して利用してください

学認（GakuNin）
を利用しよう

自宅等の学外から
電子ジャーナルや
データベースの利用
ができます
※中京大学全学ID
（CU_ID）でログイン
できます



ま と め

別のキャンパスの
図書館にある資料
を取り寄せる
(予約・取り寄せ)

他の(大学)図書館
にある資料を取り
寄せる
(複写依頼・現物貸借)

所蔵館を訪問する

電子ジャーナル・
データベース等で
論文が見られるか
探すクリブサーチで

検索する

OPACで検索して
中京大学図書館に
あるか確認

OPAC・
CiNii Booksで
他大学の図書館を
検索

所属キャンパスの
図書館で利用

ま と め
探したい内容・
テーマを決める



レポート・論文を書くための手順

STEP3
内容をまとめる

STEP1
テーマの選択

STEP2
資料を探す



図書館にはレポートや論文の書き方に
ついての本がたくさんあります
まずは１冊読んでみては？

OR



学内にあるだけでも、
・論文の書き方 176冊
・レポートの書き方 61冊
の中から選べます。



図書館の使い方・資料の探し方に困ったら…

図書館スタッフにご相談ください！

●●について
調べたい

読みたい本が
みつからない
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