
【演習問題 解説】 ★新聞の利用方法編

問1 次の新聞記事が読みたい場合、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。
「図書館の使い方 琉大で利用できる新聞」を基に解答しましょう。答えは1つとは限りません。

（1）先週の琉球新報の記事
（2）朝日新聞の10年前の記事

【選択肢】
①原紙 ②新聞記事データベース ③縮刷版 ④マイクロ資料

【答え】
（1） ①原紙、②新聞記事データベース
（2） ②新聞記事データベース、③縮刷版

（1）先週の琉球新報の記事
1階新聞コーナーで、県内紙や全国紙の原紙過去1年分を利用することができます。
また、琉大では琉球新報の新聞記事データベースが利用できます。このデータベースは

1998年以降の記事が収録されているので、先週の記事も確認することができます。
よって、正解は①原紙、②新聞記事データベースです。

（2）朝日新聞の10年前の記事
朝日新聞は全国紙です。また、10年前は2011年です。「図書館の使い方 琉大で利用で

きる新聞」によれば、全国紙は過去1年分のみ保存しているので、原紙を利用することはで
きません。
琉大では、朝日新聞の記事データベース「聞蔵IIビジュアル」が利用できます。このデー

タベースは1945年以降の記事が収録されているので、2011年の記事も確認することができ
ます。
また、琉大図書館には朝日新聞の縮刷版があります。所蔵期間は 1939年から2015年なの

で、 2011年の記事を確認することができます。
よって、正解は②新聞記事データベース、③縮刷版です。



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
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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
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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。
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(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
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(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21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
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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
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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。
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(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
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(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21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
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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「図書館の
使い方 日本語論文検索入門」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。

CiNii Articlesの利用については、補足資料「図書館の使い方 日本語論文検索入門」も
併せてご覧ください。

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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