広島修道大学図書館 作成日 2008.04.01

社会学関係資料の調べ方
■ このマ ークが付いているデータベース は、図書館ホームページ「 データベース 検索」内にリンクされて いま す。

✽国内で刊行されている図書から探す

キーワード・関連語

■Webcat Plus

ジェンダー、民俗、服装、メディア、カリスマ、文化、
いじめ、性愛など

明治以前の図書から新刊書まで約 250 万冊の日本語
の図書が「連想検索」できる。所蔵している図書館
も表示される。

■NDL-OPAC

入門的な情報
文献を探す前に、テーマに関する基本的な知識や背景を調

国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行されている
図書や雑誌が検索できる。

査しましょう。

■ JapanKnowledge

■Books.or.jp

『日本大百科全書』、『現代用語の基礎知識』『プログレッ
シブ英和中辞典』などが利用できます。
＜図書館所蔵している図書（一例）＞
資料情報

請求記号

国内で発行された入手可能な書籍が検索できる。出
版社のホームページやオンライン書店へのリンクも
ある。

配架場所

世界大百科事典
2007 年改訂新版

031/H51

2 階百科事典・白書

日本の統計

351.05/N71

2 階参考図書

社会学がわかる。新版 朝日
新聞社 2003 (AERA MOOK:89)

081/A17

2 階百科事典・白書

雑誌・雑誌記事を探す
✽学内の所蔵から探す（OPAC を使う）
オンライン目録（OPAC）で本学図書館の蔵書を調べる
ことができます。資料の所蔵の有無、配架場所、請求
記号がわかります。

図書を探す
＜図書館で所蔵している主な雑誌＞

✽学内の所蔵から探す（OPAC を使う）
オンライン目録（OPAC）で本学図書館の蔵書を調べるこ
とができます。資料の所蔵の有無、配架場所、請求記号
がわかります。

資料情報

請求記号

配架場所

ソシオロジ

Z360/SOS-001

2 階雑誌

社会心理学研究

Z360/SHA-013

2 階雑誌

社会学評論

Z360/SHA-001

2 階雑誌

＜図書館で所蔵している図書（一例）＞
請求記号 配架場所

資料情報

心はどこへ行こうとしているか : ク
ロス・ト-ク!社会学 VS 精神医学 大沢 360.4/O69
真幸ほか著 マガジンハウス 1998
現代社会学への誘い
日新聞社 2003

満田久義編

朝

メディア・ビオト-プ : メディアの生
態系をデザインする 水越伸著 紀伊
國屋書店 2005

3 階一般

✽国内で刊行されている雑誌から探す
■Webcat Plus
一致検索では、図書と雑誌が検索できる。所蔵している

361/Mi63

3 階一般

361.45/
Mi95

3 階一般

女たちが日本を変えていく 日本経済
367.21/N71
新聞社編 日本経済新聞社 2003

図書館も表示される。

■NDL-OPAC
国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行されている図書

3 階一般
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や雑誌が検索できる。

✽雑誌の中の記事を探す

新聞記事を探す

■CiNii(サイニイ)：NII 論文情報ナビゲータ
学協会で発行された学術雑誌と大学等で発行された研

新聞記事は、データベースを利用すれば、簡単にキーワー

究紀要の両方を検索し、検索された論文の引用文献情報

ドや日付などの条件に応じた記事を探し出すことができ

や本文を PDF ファイルで閲覧することが可能。

ます。全文はもちろん、PDF ファイルで掲載紙面のままを
閲覧することも可能です。

■MAGAZINEPLUS
国内最大の雑誌・論文記事のデータベース。一般週刊誌
から学術雑誌まで幅広く採録されている。検索結果には
広島修道大 OPAC というリンクボタンが表示されてい
るものは、その雑誌を図書館で所蔵しているので、巻号
を確認する。ただし、リンクボタンが無くても所蔵して
いる場合があるので要注意。
■Web OYA-bunko 教育機関版
収録対象を週刊誌、総合誌、女性誌、スポーツ誌、タウ
ン情報などの学術誌以外の雑誌としており、社会学分野
でよく利用される雑誌記事検索データベース。

■国立国会図書館雑誌記事索引（NDL-OPAC）
国内で刊行された学術雑誌、紀要を中心に人文科学･社
会科学・自然科学の記事情報が検索可能。

＜図書館で利用できるデータベース＞
データベース

新聞

収録期間

聞蔵

朝日新聞

1985 年 8 月〜

日経テレコン 21

日本経済新聞

1975 年〜

＜新聞記事例＞
記事情報
「松山市コムズ、図書２１冊を撤去 「ジェンダーフリー」
が主題・副題につく本／愛媛県」 2008 年 3 月 12 日 朝日
新聞朝刊 愛媛全県・１地方 24 ページ
「ファッション論考集、四半世紀の重み（文化往来）」2008
年 02 月 29 日日本経済新聞朝刊 44 ページ

＜こんな雑誌記事が検索できます＞
記事情報
WebOYA

「２００７大学生・社会人ドラフト総決算 注目の大
学生投手 ＢＩＧ３
東都の奪三振王が 鉄腕２
世 を襲名」 山本泰、大慈弥功ほか 週刊ベースボ
ール pp.4-5 2007 年 12 月 03 日

CiNii

「職場におけるいじめ--モラル・ハラスメントについ
て」 高橋 勝幸 人間学紀要 37 2007 pp. 61-77

専門的な情報源
更に深くテーマを掘り下げるには専門事典、白書、年鑑な
どの情報源が役立ちます。
資料情報
現代社会学辞典
有信堂 1984

検索結果の雑誌は必ず OPAC で再検索！

佐藤守弘ほか編

配架場所

361.03/G34

2 階参考
図書

361.5/Ko65

2 階参考
図書

『週刊ベースボール』

コミュニケーション事典
介ほか編 平凡社 1988

本学で所蔵している

本学で所蔵していない

世論調査年鑑 内閣総理大臣官房
広報室編 大蔵省印刷局

361.9/Se84

2 階参考
図書

配架場所で閲覧、必

所蔵している図書館等

世界の社会福祉年鑑 2003 年版 仲
村優一ほか編 旬報社 2003

369.05/Se22

2 階参考
図書

要に応じてコピー

へ行く or 文献複写依

『人間学紀要』

頼で取り寄せ（有料）

CiNii では、公開されている論文も多数あります。検索した論
文に

CiNii PDF というリンクボタンがついていたら、その

場で全文が閲覧可能です。
また、OPAC とのリンクボタンも設定されていますが、本
学で所蔵しているのに 指定した条件にあてはまる資料はあ
りません。 と表示されてしまう場合もありますので、再度
資料名を入力し、検索されることをお勧めします。
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鶴見俊

請求記号

