
琉球大学附属図書館
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今日の学習の流れ

① 新聞の利用方法

② 電子ブック・電子ジャーナル

③ 雑誌論文の探し方（日本語論文）
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図書館にはさまざまな資料があります。
本や雑誌などの紙の資料だけではなく、電子ブックや新聞記事データベースなどの電子資
料もたくさんあります。

紙の
本・雑誌

新聞 電子ブック・
ジャーナル

データベース
（新聞・辞書など）

図書館のさまざまな資料
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新聞の利用方法

補足資料「図書館の使い方 琉大で利用できる新聞」に沿って紹介します。
※図書館ウェブサイト＞学修サポート＞ステップアップガイドからもダウンロード可

⚫図書館で利用できる新聞

⚫原紙、新聞記事データベース など

⚫利用方法や利用できる年代に注意

原紙 縮刷版
データベース
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沖縄関係紙
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全国紙と外国新聞
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原紙

⚫みなさんが普段目にしている形態

⚫沖縄関係紙、全国紙、外国新聞あり

⚫過去1年分は自由に閲覧可

⚫全国紙、外国新聞は過去1年分の
み保存

⚫沖縄関係紙は古いものも保存
• 新聞室

著作権法により、最新号はコピーできません。

7



原紙（新聞室）

⚫発行後1年以上経過した沖縄関係
紙を保存

⚫予約制

⚫学生証が必要
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詳しい利用方法は、図書館ウェブサイトに掲載しています。
※図書館ウェブサイト＞沖縄関係資料＞沖縄資料の利用について＞新聞室の利用について
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新聞記事データベース

⚫キーワード検索ができる

⚫学内から24時間いつでもアクセス可

⚫VPN接続を活用すれば自宅からも
利用できる場合あり

⚫同時に利用できる人数に制限あり
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新聞記事データベースへアクセス

①図書館ウェブサイトへアクセス
②「データベース」の「一覧へ」をクリック



新聞記事データベースへアクセス

③データベース一覧のカテゴリから「新聞記事・
ニュース」をクリック

※ Academic OneFile、General OneFileは「雑誌
記事・論文を探す」を、 Westlaw Nextは「法律・判
例情報」をクリックします。
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外国新聞はこちら



新聞記事データベースへアクセス

④使用したいデータベース名をクリック

データベース一覧には、そのデータベースの概要や利用環境、同時に利用できる人数が掲
載されています。
データベースにアクセスできない場合は、既に他の人が利用している可能性があります。
時間を置いて再度アクセスしてみてください。
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沖縄タイムスデータベースの例

①

②

③

例えば、沖縄タイムスデータベースの場合は、①「記事検索」を
クリックし、②にキーワードを入力し、検索します。
③で詳しい検索条件を指定することもできます。

※画面デザインや検索方法はデータベースにより異なります。
13



①

②

①「見出しを表示」をクリックすると、検索された記事の見出
し一覧が表示されます。
検索結果が多い場合は、②で絞り込むこともできます。
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沖縄タイムスデータベースの例



気になる記事があったら、見出しをクリックします。
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沖縄タイムスデータベースの例



①

記事本文が確認できます。

記事によっては、①から紙面イメージを見ることが
できます。
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沖縄タイムスデータベースの例



①

利用が終わったら、必ず①からログアウトしましょう。
次の人が正常に利用するために大切な作業です。

どのデータベースにも「終了」「ログアウト」といったア
イコンがあります。
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沖縄タイムスデータベースの例
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縮刷版

⚫紙面を縮小して本の形にまとめ
たもの

⚫自由に閲覧可

縮刷版

原紙
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マイクロ資料

⚫新聞の紙面を撮影し、フィルムに記
録した資料

⚫予約制

⚫学生証が必要

詳しい利用方法は、図書館ウェブサイトに掲載しています。

※図書館ウェブサイト＞沖縄関係資料＞沖縄資料の利用について＞マイクロフィルム資料に
ついて
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新聞社のウェブサイト

⚫学外からもアクセス可能

⚫有料記事が含まれる

⚫詳細な検索ができない

有料記事を読みたい、詳細検索をしたいといった時は、琉大で購読している新聞の原紙や、
新聞記事データベースを活用するといいでしょう。



演習問題

⚫ 「新聞の利用方法編」の問1を解
いてください
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新聞の利用方法 まとめ

新聞の利用方法については、「琉大生のための情報リテラシーガイドブック」p.50以降でも紹
介しています。

• 新聞を利用する時は、自分が見たい新聞の
紙名や調べたい年代から、どの方法で見ら
れるか確認します。

• 特定のキーワードで調べたい時は、新聞記
事データベースを活用するといいでしょう。

• 日々のニュースのチェックに、レポートの題材
集めに、新聞を活用していってください！

22



紙の
本・雑誌

新聞 電子ブック・
ジャーナル

データベース
（新聞・辞書など）

図書館のさまざまな資料
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電子ブック・電子ジャーナルとは

• ウェブ上で読める図書や雑誌

• 図書館に来なくても利用可能

• 24時間利用可能

• 手続きを行えば、学外からも利用可
能
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図書館ウェブサイト＞学修サポート＞ステップアップガイド から
「図書館の使い方 電子ブック・電子ジャーナル編」をダウンロードすることができます。



電子ブック利用法
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1. 琉大図書館の蔵書検索

2. 琉大図書館の電子リソースポータル

3. Maruzen eBook Library

Maruzen eBook Library は、情報基盤統括センターのID・パスワードで学外からも利用できます。

※参考：図書館ウェブサイト＞オンラインサービス＞電子リソース＞電子ジャーナル・電子ブッ
クの「電子ブックの利用方法【Maruzen eBook Library】」
https://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/maruzen-ebook-library/

https://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/maruzen-ebook-library/


1．琉大図書館の蔵書検索から電子ブックを利用する

図書館ウェブサイトの「蔵書検索」に探したい電子ブックのタイ
トルやキーワードを入力し、虫眼鏡のボタンをクリックします。
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タイトルやキーワードで検索



検索結果一覧の左側にある「資料種別」か
ら「電子ブック」に絞り込みます。
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1．琉大図書館の蔵書検索から電子ブックを利用する



紙の本

電子ブック
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1．琉大図書館の蔵書検索から電子ブックを利用する

検索結果一覧で「図書」とあれば紙の本、
「電子ブック」とあれば電子ブックであることを表しています。



読みたいタイトルを
クリック
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1．琉大図書館の蔵書検索から電子ブックを利用する



オンラインのリンクを
クリック

電子ブックは同時に利用できる人数に限りがあ
ります。
本文が見られない場合、他の人が利用中の可
能性が高いです。時間を置いて再度アクセスし
てみてください。
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1．琉大図書館の蔵書検索から電子ブックを利用する



電子ブックのページに移りました。
「閲覧」をクリックすると本文を読むことができま
す。

今回の例は、「Maruzen eBook Library」から配
信されている電子ブックです。

※配信元によって画面デザインは異なります。
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1．琉大図書館の蔵書検索から電子ブックを利用する

Maruzen eBook Library は、情報基盤統括センターのID・パスワードで学外からも利用できます。

※参考：図書館ウェブサイト＞オンラインサービス＞電子リソース＞電子ジャーナル・電子ブッ
クの「電子ブックの利用方法【Maruzen eBook Library】」
https://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/maruzen-ebook-library/

https://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/maruzen-ebook-library/


画面左に目次が表示され、クリックすると目的の
章や項目へ移動することができます。
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1．琉大図書館の蔵書検索から電子ブックを利用する



画面左を「単語」タブにすると、キーワード検索
ができます。

入力したキーワードが何ページに載っているか
調べることができます。
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1．琉大図書館の蔵書検索から電子ブックを利用する



ここに選択したページが表
示されます。

検索結果の中から気になったページをクリックす
ると、そのページが表示されます。
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1．琉大図書館の蔵書検索から電子ブックを利用する



利用が終わったら、必ず右上の「閲覧終
了」をクリックして終了しましょう。

次の人が正常に利用するために大切な作
業です。
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1．琉大図書館の蔵書検索から電子ブックを利用する



他の会社から配信されている電子ブッ
クも見てみましょう。
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1．琉大図書館の蔵書検索から電子ブックを利用する



本の詳細画面でオンラインのリンクを
クリックするのは、先ほどと一緒です。
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1．琉大図書館の蔵書検索から電子ブックを利用する



①

この本は「Japan Knowledge」から配信されて
います。
①は目次がリンクになっており、
目的の章へ移動することができます。
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1．琉大図書館の蔵書検索から電子ブックを利用する

Japan Knowledge は、情報基盤統括センターのID・パスワードで学外からも利用できます。

※参考：図書館ウェブサイト＞オンラインサービス＞電子リソース＞学外からの利用方法
https://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/online/page-1512/#gakunin

https://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/online/page-1512/#gakunin


①

目的の章が表示されました。

画面右の①からさらに移動することも可能で
す。
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1．琉大図書館の蔵書検索から電子ブックを利用する



Japan Knowledge では、紙の本と同じ見え方
の電子ブックもあります。

いろいろな表示形式がありますが、ウェブ上
で本文が読めるという点は同じです。
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1．琉大図書館の蔵書検索から電子ブックを利用する



利用が終わったら、必ず右上の「ログアウ
ト」をクリックして終了しましょう。

次の人が正常に利用するために大切な
作業です。
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1．琉大図書館の蔵書検索から電子ブックを利用する



2．琉大図書館の電子リソースポータルから電子ブックを利用する
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図書館ウェブサイト＞オンラインサービス＞電子リソース へアクセスし、
「電子リソースポータル」をクリックします。



電子リソースポータルでは、琉大で利用可能な電子ブックや電子ジャーナルを検索できます。

①「書籍のみ」を選択
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2．琉大図書館の電子リソースポータルから電子ブックを利用する

②「次の語ではじまるタイトル」の
ままで、キーワードを入力し検索

キーワード例：教育思想



①「書籍のみ」を選択

②本のタイトルの
頭文字を選択
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2．琉大図書館の電子リソースポータルから電子ブックを利用する

電子リソースポータルでは、タイトルリストから
検索することも可能です。



①

②

検索結果一覧が表示されました。

①で電子ブックのタイトルや著者、出版社が確
認できます。

②のリンクをクリックすると電子ブックのページ
へ移動します。
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2．琉大図書館の電子リソースポータルから電子ブックを利用する
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2．琉大図書館の電子リソースポータルから電子ブックを利用する

電子ブックのページが表示されました。

このページの場合は、「閲覧」をクリックすると本
文を読むことができます。
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①図書館ウェブサイトへアクセス
②「データベース」の「図書を探す」から
「Maruzen eBook Library」をクリック

3．Maruzen eBook Library から電子ブックを利用する



①

②

③

3．Maruzen eBook Library から電子ブックを利用する

Maruzen eBook Library のトップページです。
検索方法の1つ目は、まず、①で「購読契約
しているタイトルから検索」を選択します。

次に、②で検索項目を設定し、③にキー
ワードを入力し、検索します。
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検索項目は、書名の他、目次や本文などが選べます。

「本文」を選ぶと、入力したキーワードが本文中に含まれる
電子ブックを検索することができます。
幅広く検索したい時に役立つかもしれません。
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3．Maruzen eBook Library から電子ブックを利用する



2つ目の検索方法は、画面左側の絞り込み
項目を使う方法です。

出版年、出版社、ジャンルで絞り込むことが
できます。
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3．Maruzen eBook Library から電子ブックを利用する



①

これは、本文に「少人数学級」という言葉を
含む電子ブックを検索した例です。

画面右上①で検索結果を並び替えることが
できます。

気になる本があったら、タイトルをクリックし
ます。
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3．Maruzen eBook Library から電子ブックを利用する



「閲覧」をクリックすると本文を読むことがで
きます。
以降の画面展開は、「1．琉大図書館の蔵書
検索から電子ブックを利用する
」で紹介した通りです。
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3．Maruzen eBook Library から電子ブックを利用する



電子ブック利用法

蔵書検索 紙の本もまとめて検索したい時

電子リソースポータル 電子ブックに限定して検索したい時
※一部収録されていない電子ブックがある一方、
ウェブ上で無料で読めるもの（青空文庫など）も検
索できます。

Maruzen eBook Library 本文を検索したい時

• 検索ツールの使い分け
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電子ジャーナル利用法

54

1. 琉大図書館の電子リソースポータル
から利用する

2. 論文検索データベースから利用する

電子ジャーナルは電子的な雑誌です。
紙の雑誌と同じく、論文（学術論文）が載っています。



1．琉大図書館の電子リソースポータルから電子ジャーナルを利用する
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①図書館ウェブサイトの検索ボックスを「電子リソース」に切り替えます。
②雑誌のタイトルを入力し、虫眼鏡のボタンをクリックします。

雑誌のタイトルで検索



①

②

検索結果一覧が表示されました。

①で電子ジャーナルのタイトルが確認で
きます。

②のリンクをクリックすると、電子ジャーナ
ルのページへ移動します。

利用できる年代や利用手段によって、リ
ンクが複数表示される場合があります。
この電子ジャーナルの場合は、1941年か
ら現在まで J-STAGE で利用できることを表
しています。
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1．琉大図書館の電子リソースポータルから電子ジャーナルを利用する
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1．琉大図書館の電子リソースポータルから電子ジャーナルを利用する

電子ジャーナルのページに移りました。

ここからさらに検索するなどして、この電子
ジャーナルに載っている論文の本文を読むこ
とができます。

※配信元によって画面デザインは異なります。
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電子ブック同様、図書館ウェブサイト＞オンラインサービス＞電子リソース へ
アクセスし、「電子リソースポータル」をクリックするという方法もあります。

1．琉大図書館の電子リソースポータルから電子ジャーナルを利用する



電子ブック同様、タイトルリストから検索する
ことも可能です。

「次の語ではじまるタイトル」のままで
雑誌のタイトルを入力し検索
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1．琉大図書館の電子リソースポータルから電子ジャーナルを利用する



日本語論文を検索できるデータベース「CiNii Articles」を例に
紹介します。

①図書館ウェブサイトへアクセス
②「データベース」の「雑誌記事・論文を探す」から「CiNii
Article」をクリック

2．論文検索データベースから電子ジャーナルを利用する
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キーワードを入力し、検索

今回、検索方法の紹介は省略します。
CiNii Articles を使った論文検索については、「琉大生のた
めの情報リテラシーガイドブック」p.52以降で紹介しています。
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2．論文検索データベースから電子ジャーナルを利用する



①

論文の詳細情報画面の一例です。
CiNii Articles では、①のような黄色いアイコンがあ

る場合、クリックし、リンクをたどることで電子
ジャーナルの形態で論文の本文を入手できます。

※時々未公開の場合があります。
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2．論文検索データベースから電子ジャーナルを利用する



黄色のアイコンをクリックした後のウェブページ
の例です。
この論文の場合は、「PDFをダウンロード」をク
リックすると、論文の本文を入手できます。
これも電子ジャーナルの利用の一例です。
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2．論文検索データベースから電子ジャーナルを利用する



電子ブック配信サービス Maruzen eBook Library 
の試読サービス期間中は、約80,000タイトルが読
み放題です。
詳しくは、図書館からのお知らせ「【7月31日まで読
み放題】電子ブックで読んでみよう！」
https://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/info/1391/

をご覧ください。

電子ブックの試読サービス実施中
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https://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/info/1391/


演習問題

⚫ 「電子ブック・電子ジャーナル
編」の問1を解いてください

65



雑誌論文の探し方
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電子ブック・電子ジャーナルの利用方法
について説明してきました。

さいごに、雑誌の中の個々の論文の調べ
方（論文検索データベースを使って電子
ジャーナルを利用する方法）について説
明します。



論文
??

論文
X

タイトル：○○
著者：○○

掲載雑誌：
○○

出版年：○○

ネットで 図書館で
他大学から
取り寄せで

←このボタンで論文入手をナビゲートします！67



雑誌論文の探し方

⚫ 特定の雑誌が読みたい時

→蔵書検索で雑誌のタイトルで検索

⚫雑誌の中身（論文のタイトル等）について調
べたい時

→論文検索用のデータベースを使う

⚫ 日本語論文を探す時
⚫ CiNii Articles
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日本語の論文を検索する時に便利なのは「CiNii Articles」ですが、
外国語の論文を検索する時に便利なデータベースが他にあります。
気になった方は図書館職員までお尋ねください。



CiNii Article へアクセス

①図書館ウェブサイトへアクセス
②「データベース」の「雑誌記事・論文を
探す」から「CiNii Article」をクリック
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①
②

キーワードを入力し、検索

①キーワードを複数入力する時は、
スペースで区切ります。
②の「詳細検索」をクリックすると、
論文タイトルや著者名など項目を
指定した検索ができます。

CiNii Article 検索画面
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キーワードを入力し、検索
例：手話 会話 視線

CiNii Article 検索画面

当講義資料では、パソコンで検索した時の例を紹介しています。
スマートフォンから見た場合の画面は補足資料をご確認ください。
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①

①検索結果の並び替え
②検索結果一覧

（論文の簡易情報が表示されます）

②

CiNii Article 検索結果画面
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気になる論文があったら
タイトルをクリック

CiNii Article 検索結果画面
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①論文タイトル（日英）
②著者（著者の所属先が表示される場合もあります）
③各種ナビゲーション（後ほど説明します）

①

②

③

CiNii Article 論文詳細画面
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④

CiNii Article 論文詳細画面

④抄録
その論文のあらすじのようなものです。
何について書いた論文なのか、どのような成果を表してい
るのかなどの説明が簡単に書いてあります。
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⑤

CiNii Article 論文詳細画面

⑤収録刊行物
その論文が載っている雑誌の情報（雑誌のタイトル、その
雑誌の巻号、掲載ページ、その巻号の発行年）が表示され
ます。
論文を実際に見たい時は、⑤の情報を基に雑誌を探すの
で、重要な情報源です。
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CiNii Article 論文詳細画面

論文の本文を効率的に
入手するための便利な機能



CiNii Articlesの便利な機能

①クリックすると本文をウェブ上で入手できる
可能性があります。
※一部、未公開や有料の場合あり

②琉大図書館にその雑誌が所蔵されている
か検索します。 ※学内限定機能

③電子ジャーナルの購読状況の確認、琉大
の蔵書検索、他大学から論文コピーを取り寄
せるのをサポートする機能が使えます。
※学内限定機能

④その論文が載っている雑誌の詳細情報や
国内の大学の所蔵状況を確認できます。

など
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CiNii Article 論文詳細画面

クリック
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① をクリックした場合

「PDFをダウンロード」・ 「本文」といったリンクから論文の本
文を入手することができます。
※画面デザインは提供元で異なります
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③ をクリックした場合

電子リソースポータルのページが表示されます。
①「フルテキストを見る」をクリックすると移動先で論文の本
文を入手できます
（一部、未公開や有料の場合あり）

①
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③ をクリックした場合

②琉大図書館にその論文の載っている雑誌が
あるか検索します
③論文コピーの取り寄せの申し込みができます

②

③
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画面左上の「CiNii」をクリックすると、最初の検索画面に戻
ります。

（おまけ）CiNii Article で新たな検索を行う時



演習問題

⚫ 「日本語論文の探し方」の問1を
解いてください
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資料入手の流れ（まとめ）

データベース(蔵書検索・新聞記事検
索・論文検索)などで資料検索

PCで閲覧・プリントア
ウトして入手

学内の所蔵確認

琉大にない

図書館で閲覧・コピー
して入手

県内の他の図書館を探す
他機関から取り寄せる

琉大にある

インターネットで
利用できない

インターネットで
利用できる

他の図書館・機関の
ルールに従って利用

85



今日の学習の流れ

① 新聞の利用方法

② 電子ブック・電子ジャーナル

③ 雑誌論文の探し方（日本語論文）

86



おわり

お疲れさまでした

何か分からないことがあったときは

図書館までお尋ねください
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情報リテラシーガイドブック

• レポートの書き方の基本や、学内の
インターネット環境の使い方、図書
館を使って学習や研究に必要な情
報を集める方法などを紹介したガイ
ドブックです。

• 図書館ウェブサイト＞学修サポート
＞情報リテラシーガイドブック から
ダウンロードできます。

https://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/support/literacy/
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新入生オリエンテーションの配布物に含まれています。

https://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/support/literacy/

