
（1）「心理学」というキーワードをもとに分類表を確認します。
分類表の「100 哲学」の中に「140 心理学」があります。よって、答えは「140」です。

（2）まず「 Jリーグ」というキーワードから、スポーツ関係ではないかとイメージしたの
ではないでしょうか。スポーツ関係の記号は「700 芸術. 美術」の中の「780」です。
もう一つ考えられる記号があります。「マネジメント」というキーワードから分類記号を
導き出します。「マネジメント」とは、「経営管理」という意味です。「経営管理」とは
大きく分野分けすると“経済”に含まれ、分類表では「300 社会科学」の中の「330」です。
よって、答えは「330」です。
なお、この問題は分類表を見て回答する問題のため「330」を答えとしていますが、実際に
は一の位や小数点以下の番号も使ってより細かい分類ができます。ちなみに「経営管理」
は「336」と分類することができます。

【演習問題 解説】★図書館資料検索入門編

問1 日本十進分類表（NDC）を見て、下記の書籍に適切と思われる分類記号を回答し
なさい。
（1）「心理学をつかむ」
（2）「「Jリーグ」のマネジメント : 「百年構想」の「制度設計」はいかにして創造さ
れたか」

【答え】
（1）140
（2）780 or 330

330 経済
331 経済学. 経済思想
332 経済史・事情. 経済体制
333 経済政策. 国際経済
334 人口. 土地. 資源
335 企業. 経営
336 経営管理
337 貨幣. 通貨
338 金融. 銀行. 信託
339 保険



例えば、「予定不調和」で検索すると、このキーワードで検索される資料は1件です。検索
結果が１件の場合は、検索結果一覧画面は表示されずに、すぐにその資料の詳細画面が表
示されます。

問2 蔵書検索（OPAC）を使い、「予定不調和 : サイエンスがひらく、もう一つの世
界」という書籍の下記の項目を調べなさい。
（1）著者
（2）所在
（3）請求記号

【答え】
（1）長神風二
（2）閲覧室図書
（3）404 NA

「降水確率」で検索



（1）著者については、責任表示欄（①）で確認することができます。「著」とついている
人が著者です。

（2）所在については、所蔵情報の中にある所蔵欄（②）で確認することができます。

（3）請求記号については、所蔵情報の中にある請求記号欄（③）で確認することができま
す。3段まとめて請求記号と呼びます。

問2 蔵書検索（OPAC）を使い、「予定不調和 : サイエンスがひらく、もう一つの世
界」という書籍の下記の項目を調べなさい。
（1）著者
（2）所在
（3）請求記号

①

③②



例えば、「パリ キリン」で検索すると、下のような検索結果一覧となります。問題と同
じタイトルの図書が表示されていれば、そのタイトル部分をクリックしましょう。

問3 「パリが愛したキリン」はどんな内容の本か。日本十進分類表を参考に答えなさい。

【答え】ヨーロッパ史. 西洋史

「パリ キリン」で検索



どんな内容の本なのかは、請求記号の1段目の分類記号で確認することができます。
請求記号は、詳細画面の所蔵情報欄の中にある請求記号で確認します。
請求記号は「235.065 AL」、分類記号は「 235.065 」であることがわかります。
この記号は、補足資料の日本十進分類法の表の中の「230」を細かく展開した記号です。日
本十進分類法の表からは「230＝ヨーロッパ史. 西洋史」ということまでしかわかりませ
んので、「ヨーロッパ史. 西洋史」と解答すればOKです。

問3 「パリが愛したキリン」はどんな内容の本か。日本十進分類表を参考に答えなさい。



日本十進分類表（歴史分野）

230 ヨーロッパ史. 西洋史

231 古代ギリシア

232 古代ローマ

233 イギリス. 英国

234 ドイツ. 中欧

235 フランス

236 スペイン［イスパニア］

237 イタリア

238 ロシア［ソビエト連邦. 独立国会共
同体］

239 バルカン諸国

ちなみに、235は“歴史”の中の「フランス」です。
補足資料の「日本十進分類表」では、百の位と十の位までが表示されていますが、
実際には一の位や小数点以下の番号も使ってより細かい分類ができます。



問4 「沖縄の自然と文化」に関する本を探すとき、どんな言葉（キーワード）で検索す
れば良いか答えなさい。

【答え】この問題にはっきりした正解はありません。検索のコツを参考に、思いついた
キーワードで検索を試してみるといいでしょう。

（解答例）
沖縄 自然 文化（検索のコツその1：単語に区切る）
琉球 森林 河川 建築（検索のコツその2：キーワードを言い換える）



問5 「歴史地理学」の50巻3号が琉球大学附属図書館にあるかどうか調べなさい。

【答え】ない

例えば、「歴史地理学」と入力して検索すると、①のような検索結果一覧画面となります。
検索結果は165件です。検索結果が多い場合には、さらに資料種別等を限定し絞り込んでみ
ましょう。左側の項目の「資料種別」の中にある「雑誌」をクリックします。検索結果は5
件にまで絞り込むことができます。問題と同じタイトルの雑誌が表示されていれば、その
タイトル部分をクリックしましょう。

クリックすると、雑誌『歴史地理学』の詳細画面へと移動します。

「歴史地理学」で検索

①

②



その雑誌の特定の巻号が琉大図書館にあるかどうかを確認するためには、詳細画面の所蔵
情報欄の中にある所蔵巻号を確認しましょう。

50巻に注目し所蔵巻号を確認すると、「50(1-2,5)」となっています。
この表示から、雑誌「歴史地理学」の50巻は、1号と2号と5号は琉大図書館にあるが、3号
と4号はないということが分かります。つまり、答えは「ない」です。

問5 「歴史地理学」の50巻3号が琉球大学附属図書館にあるかどうか調べなさい。



紙の本か、電子ブックか、どちらでも利用できるかという選択肢なので、琉大図書館の蔵
書検索で調べるといいでしょう。

（1）『植物学の百科事典』
例えば、本のタイトルで検索すると、このキーワードで検索される資料は2件です。

「植物学の百科事典」で検索

問1 次のタイトルの本は、琉大図書館ではどの形態で利用できるでしょうか。適切なもの
を選んでください。
（1）『植物学の百科事典』
（2）『見ても聞いてもわかるバリアフリー英文法』

【選択肢】
・紙の本 ・電子ブック ・どちらでも利用できる

【答え】
（1） どちらでも利用できる
（2） 電子ブック
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検索結果一覧の内容を確認すると、一方は図書（紙の本）、もう一方は電子ブックという
ことがわかります。
よって、『植物学の百科事典』というタイトルの本は、紙の本と電子ブックのどちらでも
利用できます。正解は「どちらでも利用できる」です。

問1 次のタイトルの本は、琉大図書館ではどの形態で利用できるでしょうか。適切なもの
を選んでください。
（1）『植物学の百科事典』
（2）『見ても聞いてもわかるバリアフリー英文法』

【選択肢】
・紙の本 ・電子ブック ・どちらでも利用できる

なお、検索結果一覧を比較すると、どちらも編集した団体や出版社、出版年が同じなので、
同じ内容の本だと類推されます。
紙の本も電子ブックもある場合は、自分が利用しやすい方を利用するといいでしょう。
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問1 次のタイトルの本は、琉大図書館ではどの形態で利用できるでしょうか。適切なもの
を選んでください。
（1）『植物学の百科事典』
（2）『見ても聞いてもわかるバリアフリー英文法』

【選択肢】
・紙の本 ・電子ブック ・どちらでも利用できる

（2）『見ても聞いてもわかるバリアフリー英文法』
例えば、本のタイトルで検索すると、このキーワードで検索される資料は1件です。検索結
果が１件の場合は、検索結果一覧画面は表示されずに、すぐにその資料の詳細画面が表示
されます。

「見ても聞いてもわかるバリ
アフリー英文法」で検索

詳細画面では、資料種別が「電子ブック」となっています。また、オンラインへのリンク
もあることから、この本は電子ブックであることがわかります。
よって、（2）の正解は「電子ブック」です。
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（1）も（2）も本のタイトルで検索する例を示しましたが、タイトルに含まれるキーワー
ドで検索するという方法も有効です。
例えば、（1）『植物学の百科事典』は、「植物学 百科事典」というキーワードで検索す
る方法、（2）『見ても聞いてもわかるバリアフリー英文法』は、「バリアフリー 英文
法」というキーワードで検索する方法が考えられます。複数のキーワードを使う場合は、
キーワードをスペースで区切ってください。
キーワードを変えると検索結果も異なってきますので、いろいろなキーワードで試してみ
るといいでしょう。

「植物学 百科事典」で検索

「バリアフリー 英文法」で
検索
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Cinii Articlesで論文を探すときには、詳細検索を使い検索する方法と、フリーワードにキー
ワードを入力して検索する方法があります。まずは、詳細検索を使う場合の検索方法につ
いて説明します。

❶ Cinii Articlesのトップ画面にある詳細検索をクリックします。クリックすると、詳細検索
画面が表示されます。

問1 CiNii Articlesを使って答えなさい。

※論文の入手方法は、「Web」「琉大図書館」「取り寄せ」の３つから１つ選んで入力してくださ

い。選択する時の優先順位は①Web ②琉大図書館 ③取り寄せ です。

※Webで入手できる場合、本文のダウンロード（画面上への本文表示）は省略してもかまいません。

(1)-1. 石田信義が「憲法論叢」第10号に執筆した論文のタイトル
(1)-2. この論文の入手方法

【答え】
(1)-1. 外国人労働者問題研究：日経ブラジル人の実態を通して
(1)-2. Web

詳細検索を使う場合

14
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❷『憲法論叢』は雑誌のタイトルなので、詳細検索を使う場合は刊行物名欄（②）に入力
します。「石田信義」はこの論文の著者名です。著者名欄（①）に入力しましょう。巻号
ページ欄に「10」と入力し絞り込むのも良いでしょう。各欄にキーワードを入力したら、
検索ボタンをクリックします。

❸ 検索結果一覧の画面に移動します。検索結果は1件です。論文のタイトル名をクリック
しましょう。クリックすると、詳細画面へ移動します。

詳細検索を使う場合の検索方法についての説明は以上です。
次は、フリーワード検索について紹介します。

詳細検索を使う場合

①

②

15



❶フリーワードに、例えば「石田信義 憲法論叢」と入力し、検索ボタンをクリックしま
す。

❷検索結果一覧の画面に移動します。検索結果は1件です。論文のタイトル名をクリックし
ましょう。クリックすると、詳細画面へ移動します。

フリーワード使う場合の検索方法についての説明は以上です。
次は検索結果一覧をクリックした後の、詳細画面についての説明をします。

フリーワードを使う場合

一つの検索ボックスに複数のキーワードを
入力するときは、スペースで区切ります。

16



(1)-1. 論文のタイトルは、詳細画面の上部に表示されます。1番上にタイトル、その下には
英語のタイトルが表示されます。今回は日本語タイトルを解答すれば良いです。タイトル
は、「外国人労働者問題研究：日系ブラジル人の実態を通して」です。

問1 CiNii Articlesを使って答えなさい。
※論文の入手方法は、「Web」「琉大図書館」「取り寄せ」の３つから１つ選んで入力してくださ
い。選択する時の優先順位は①Web ②琉大図書館 ③取り寄せ です。
※Webで入手できる場合、本文のダウンロード（画面上への本文表示）は省略してもかまいません。

(1)-1. 石田信義が「憲法論叢」第10号に執筆した論文のタイトル
(1)-2. この論文の入手方法

17



(1)-2. 「この論文にアクセスする」の欄に黄色のアイコン（J-STAGE）が表示されています。
クリックすると本文をWeb上で入手することができます。

※最終検索確認日：2021年5月7日
出版社の意向等の理由で、Web上で見られなかった論文が公開されたり、Web上で入手で
きていた論文が非公開になったりすることがあります。

問1 CiNii Articlesを使って答えなさい。
※論文の入手方法は、「Web」「琉大図書館」「取り寄せ」の３つから１つ選んで入力してくださ
い。選択する時の優先順位は①Web ②琉大図書館 ③取り寄せ です。
※Webで入手できる場合、本文のダウンロード（画面上への本文表示）は省略してもかまいません。

(1)-1. 石田信義が「憲法論叢」第10号に執筆した論文のタイトル
(1)-2. この論文の入手方法

18



❶『心身障害学研究』は雑誌のタイトルなので、詳細検索を使う場合は刊行物名欄（②）
に入力します。「中島亜紀子」「四日市章」はこの論文の著者名です。著者名欄（①）に
入力しましょう。各欄にキーワードを入力したら、検索ボタンをクリックします。

❷ 検索結果一覧の画面に移動します。検索結果は1件です。論文のタイトル名をクリック
しましょう。クリックすると、詳細画面へ移動します。

詳細検索を使う場合の検索方法についての説明は以上です。
次は、フリーワード検索について紹介します。

詳細検索を使う場合

①

②

一つの検索ボックスに複数のキーワード
を入力するときは、スペースで区切りま
す。

問1 CiNii Articlesを使って答えなさい。

※論文の入手方法は、「Web」「琉大図書館」「取り寄せ」の３つから１つ選んで入力してくださ

い。選択する時の優先順位は①Web ②琉大図書館 ③取り寄せ です。

※Webで入手できる場合、本文のダウンロード（画面上への本文表示）は省略してもかまいません。

(2)-1．中島亜紀子、四日市章が「心身障害学研究」に執筆した論文のタイトル
(2)-2．この論文の入手方法

【答え】
(2)-1．集団会話の手話通訳における場の調整技術
(2)-2．Web

19



❶フリーワードに、例えば「中島 四日市 心身障害」と入力し、検索ボタンをクリック
します。

❷検索結果一覧の画面に移動します。検索結果は1件です。論文のタイトル名をクリックし
ましょう。クリックすると、詳細画面へ移動します。

フリーワード使う場合の検索方法についての説明は以上です。
次は検索結果一覧をクリックした後の、詳細画面についての説明をします。

フリーワードを使う場合

一つの検索ボックスに複数のキーワードを
入力するときは、スペースで区切ります。

20



(2)-1.論文のタイトルは、詳細画面の上部に表示されます。1番上にタイトル、その下には
英語のタイトルが表示されます。今回は日本語タイトルを解答すれば良いです。タイトル
は、「集団会話の手話通訳における場の調整技術」です。

問1 CiNii Articlesを使って答えなさい。

※論文の入手方法は、「Web」「琉大図書館」「取り寄せ」の３つから１つ選んで入力してくださ

い。選択する時の優先順位は①Web ②琉大図書館 ③取り寄せ です。

※Webで入手できる場合、本文のダウンロード（画面上への本文表示）は省略してもかまいません。

(2)-1．中島亜紀子、四日市章が「心身障害学研究」に執筆した論文のタイトル
(2)-2．この論文の入手方法

21



(2)-2. 「この論文にアクセスする」の欄に黄色のアイコン（機関リポジトリ）が表示されて
います。クリックすると本文をWeb上で入手することができます。この論文の場合は、筑波
大学のWebサイトから入手できます。
筑波大学のWebサイト「つくばり」のページを下のほうへスクロールするとこの論文をWeb
上で入手することができる「Download」のボタンが表示されています。

※最終検索確認日：2021年5月7日
出版社の意向等の理由で、Web上で見られなかった論文が公開されたり、Web上で入手で
きていた論文が非公開になったりすることがあります。

問1 CiNii Articlesを使って答えなさい。

※論文の入手方法は、「Web」「琉大図書館」「取り寄せ」の３つから１つ選んで入力してくださ

い。選択する時の優先順位は①Web ②琉大図書館 ③取り寄せ です。

※Webで入手できる場合、本文のダウンロード（画面上への本文表示）は省略してもかまいません。

(2)-1．中島亜紀子、四日市章が「心身障害学研究」に執筆した論文のタイトル
(2)-2．この論文の入手方法

22
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❶「メレオトポロジーの基礎について」は論文のタイトルです。詳細検索を使う場合はタ
イトル欄に入力します。キーワードを入力したら、検索ボタンをクリックします。

❷ 検索結果一覧の画面に移動します。検索結果は1件です。論文のタイトル名をクリック
しましょう。クリックすると、詳細画面へ移動します。

詳細検索を使う場合の検索方法についての説明は以上です。
次は、フリーワード検索について紹介します。

詳細検索を使う場合

問1 CiNii Articlesを使って答えなさい。

※論文の入手方法は、「Web」「琉大図書館」「取り寄せ」の３つから１つ選んで入力してください。

選択する時の優先順位は①Web ②琉大図書館 ③取り寄せ です。

※Webで入手できる場合、本文のダウンロード（画面上への本文表示）は省略してもかまいません。

(3)-1.「メレオトポロジーの基礎について」という論文が掲載されている雑誌のタイトル
(3)-2．この論文の入手方法

【答え】
(3)-1. 論理哲学研究
(3)-2. 琉大図書館
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❶フリーワードに、例えば「メレオトポロジー 基礎」と入力し、検索ボタンをクリック
します。

❷検索結果一覧の画面に移動します。検索結果は1件です。論文のタイトル名をクリックし
ましょう。クリックすると、詳細画面へ移動します。

フリーワード使う場合の検索方法についての説明は以上です。
次は検索結果一覧をクリックした後の、詳細画面についての説明をします。

フリーワードを使う場合

一つの検索ボックスに複数のキーワードを
入力するときは、スペースで区切ります。
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(3)-1. 雑誌のタイトルは、収録刊行物の欄に表示されます。太文字で書かれている部分
（①）が雑誌のタイトルです。よって、正解は「論理哲学研究」です。
ちなみに、その下の部分（②）には、何巻何号、何ページ目に載っているのか、発行年は
いつなのかが表示されています。よって「メレオトポロジーの基礎について」という論文
は、 2005年に発行された「論理哲学研究」という雑誌4号に載っており、掲載ページは12
ページから23ページまでということが確認できます。③ではこの雑誌を出版した出版社名
や団体名が表示されます。

① ②

③

問1 CiNii Articlesを使って答えなさい。

講義資料の「雑誌論文の探し方」の部分（スライド4枚目～23枚目）を参考に調べてみましょう。

※論文の入手方法は、「Web」「琉大図書館」「取り寄せ」の３つから１つ選んで入力してください。
選択する時の優先順位は①Web ②琉大図書館 ③取り寄せ です。
※Webで入手できる場合、本文のダウンロード（画面上への本文表示）は省略してもかまいません。

(3)-1.「メレオトポロジーの基礎について」という論文が掲載されている雑誌のタイトル
(3)-2．この論文の入手方法
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(3)-2. 「この論文にアクセスする」の欄に黄色のアイコンが表示されないので、Web上では
入手できないようです。
「この論文をさがす」の欄の「OPAC」のアイコンをクリックしましょう。

クリックすると、琉大図書館の蔵書検索が自動的に検索されます。

この論文は「論理哲学研究」の4号に載っ
ていることがわかります。この情報を覚え
ておきましょう。

学外でCiNii Articlesを使用していて、「OPAC」や「琉球大学 Find Full Text」のアイコン
が出ない場合は、自分で琉大図書館のWebサイトにアクセスし、蔵書検索で雑誌のタ
イトルで検索する必要があります。あるいは、「CiNii Books」のアイコンから琉大図
書館にその雑誌があるか確認する方法もあります。（詳しくは、補足資料「学外から
CiNii Articlesを使う」をご覧ください）。

問1 CiNii Articlesを使って答えなさい。

※論文の入手方法は、「Web」「琉大図書館」「取り寄せ」の３つから１つ選んで入力してください。

選択する時の優先順位は①Web ②琉大図書館 ③取り寄せ です。

※Webで入手できる場合、本文のダウンロード（画面上への本文表示）は省略してもかまいません。

(3)-1.「メレオトポロジーの基礎について」という論文が掲載されている雑誌のタイトル
(3)-2．この論文の入手方法
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下のような検索結果画面が表示されます。資料種別が「雑誌」であることから、「メレオ
トポロジーの基礎について」という論文が載っている「論理哲学研究」という雑誌は琉大
図書館にあるようだということがわかります。

次は、その論文の掲載されている巻号が琉大図書館にはあるのかを詳細画面の所蔵情報か
ら確認します。

「メレオトポロジーの基礎について」という論文の入手方法
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求めている論文が掲載されている巻号が琉大図書館にあるかを調べるには、詳細画面の所
蔵情報を確認します。

Cinii Articlesによれば、この論文は「論理哲学研究」の4号に載っています。
所蔵巻号では、「3-11+」とあるので4号も含まれているということがわかります。
つまり、この論文は琉大図書館で入手できるということです。論文の入手方法は「琉大図
書館」です。

「メレオトポロジーの基礎について」という論文の入手方法
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(3)-2．なお、「OPAC」のアイコンの代わりに「琉球大学 Find Full Text」のアイコンから
リンクをたどっていっても、同様にこの雑誌の4号が琉大図書館にあることがわかります。

学外でCiNii Articlesを使用していて、「OPAC」や「琉球大学 Find Full Text」のアイコン
が出ない場合は、自分で琉大図書館のWebサイトにアクセスし、蔵書検索で雑誌のタ
イトルで検索する必要があります。あるいは、「CiNii Books」のアイコンから琉大図
書館にその雑誌があるか確認する方法もあります。（詳しくは、補足資料「学外から
CiNii Articlesを使う」をご覧ください）。

問1 CiNii Articlesを使って答えなさい。
※論文の入手方法は、「Web」「琉大図書館」「取り寄せ」の３つから１つ選んで入力してください。
選択する時の優先順位は①Web ②琉大図書館 ③取り寄せ です。
※Webで入手できる場合、本文のダウンロード（画面上への本文表示）は省略してもかまいません。

(3)-1.「メレオトポロジーの基礎について」という論文が掲載されている雑誌のタイトル
(3)-2．この論文の入手方法
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