
雑誌の探し方



一定の誌名で定期的に刊行される出版物
のひとつ。巻号などの番号を持つ。

雑誌とは

紙に印刷された冊子でなく、電子データとして出版され
るものは、電子ジャーナル（Eジャーナル等）と呼ばれ、パソコ
ンのソフトやスマートフォンアプリを通して、紙の雑誌の
ように読むことができます。 さまざまな媒体で

読まれる雑誌 電子
ジャーナル

紙
(冊子体)



雑誌は大きく一般雑誌と学術雑誌に分けるこ
とができる。
ここでは、主に学術雑誌を取り上げる。

• 一般雑誌（一般誌）…市販される雑誌全般。
いわゆる週刊誌から特定分野の専門誌など、範囲が幅広い。

• 学術雑誌（学会誌）…主に研究者が執筆した学術的な内
容の論文を掲載する雑誌。学会誌、紀要など。

雑誌の種類



• 複数の執筆者が書いた複数の記事で構成
される。

• 刊行頻度が毎週、毎月などで図書より速い
ため、より新しい情報を得やすい
（速報性が高い）。

• 定期的に刊行される。

学術論文掲載前に
厳しい審査が入るので、

信頼性は高い。

雑誌の特徴



１冊の雑誌に異なるテーマの論文が複数掲載されるため、
雑誌のタイトルを見ただけでは、どのような論文が掲載さ
れているか分からない。

論文単位で検索できる文献データベース(DB)

を活用しよう！

論文の探し方

看護の学会誌は
たくさんあるけど

清拭に関する論文は
どれに載っているガー？
1冊ずつ見ていくしかない

ガー…

便利なデータベース

論文のタイトルが
分かれば

内容の検討が
つけられるガー！

日赤九子：高齢患者に対する全身清拭と
部分浴の効果の比較．
A看護学会誌，16巻2号，p.1-5，2020年



書誌情報とは…記事を特定するための情報。
書誌情報を確認することで、欲しい論文を間違いなく探
すことができる。出典を記載するときにも必要。

論文の主な書誌情報
著者名、論文タイトル（表題）、雑誌タイトル、巻号、
ページ（開始-終了）、出版年

書誌情報を確認しよう

論文の書誌情報 ネットから本文を
ゲットしたけど
出典が

分からないガー…



データベースで
論文を探す

論文の
データベースって

どういうものガー…？



文献データベースの特徴

• 論文の書誌情報が整理されている。

• 構築に専門家がかかわっており、情報の信頼性が高い。

• 一度登録された情報は、基本的に削除されることはない。

• 統制語や論理演算子（AND,OR）が使用できるなど、検索機能が豊富。

雑誌に掲載されている論文を、論文ごと
に情報を整理し、探しやすくしたもの。
現在は、インターネットで提供されるものが多い。多くは
有料だが、無料で一般公開されているものもある。

文献データベース

データを
整理して

検索可能に！



データベース選択のコツ
• 探したい記事の分野に合ったDBを選ぼう
分野が異なると、自分の欲しい記事が収録されて
いないことがある。

• 複数のDBで検索しよう
データベースごとに収録している雑誌が異なるため、
一つのデータベースだけでは探す範囲が限られ
てしまい、検索漏れの原因になる。

文献データベース



本学では医学系の文献データベースを有償契約しており、
学外からも利用できる。
また、無料公開されているデータベースのうち、おすすめ
のものは、本学図書館ホームページにリンクを貼っている。

おすすめの
データベース



＊医中誌Web https://login.jamas.or.jp/

医学・歯学・薬学・看護学及び関連分野のデータベース。
国内発行の当該分野の定期刊行物約7,500誌から収録した約1,400万
件の論文情報を検索可能。

＊最新看護索引web https://jk04.jamas.or.jp/kango-sakuin/

看護学分野のデータベース。 ＊同時アクセス1
日本看護協会図書館が所蔵する文献の中から看護の実践・研究・教育に関
する文献情報を収集。2012年からは日本看護学会論文集の本文も収録。

※ 日本看護協会会員は無料で利用可能（要登録）。

＊メディカルオンライン https://www.medicalonline.jp/

国内の医療系専門誌・学会誌の電子ジャーナルプラットフォーム。厳密には
データベースではないが、登録されている情報を検索するデータベースと
しての機能も持つ。

◆国内文献（和文献） ★すべて学外から利用可

https://login.jamas.or.jp/
https://jk04.jamas.or.jp/kango-sakuin/
https://www.medicalonline.jp/


＊CINAHL with Full text（シナール）
https://search.ebscohost.com/

看護学分野のデータベース。
約5,500誌から収録したヘルスケア関連の論文、書籍、学位論文、会議録
などを検索可能。一部は本文PDFも収録。

＊MEDLINE with Full text（メドライン）
https://search.ebscohost.com/ ＊CINAHLとURLは同じ

医学分野のデータベース。
医学・薬学・看護学・歯科学・獣医学・ヘルスケアシステムなど、包括的な医
療情報を検索可能。一部は本文PDFも収録。

＊Cochrane Library（コクランライブラリ）
https://www.cochranelibrary.com/

ヘルスケアへの医学的介入の効果に対する EBM（Evidence-based Medicin

e）文献を検索できるコクラン・レビューを中心に、３つのデータベースとエ
ビデンスに関する記事、外部データベースを提供。

◆海外文献（洋文献） ★すべて学外から利用可

https://search.ebscohost.com/
https://search.ebscohost.com/
https://www.cochranelibrary.com/


＊ CiNii Research（サイニイ リサーチ） https://cir.nii.ac.jp/

国内全分野のデータベース。国内発行の学協会刊行物、大学研究紀要など、
学術論文情報を検索可能。国立情報学研究所提供。

＊ 国立国会図書館サーチ https://iss.ndl.go.jp/

国内全分野のデータベース。国立国会図書館が所蔵する雑誌記事索引の
ほか、博士論文、科学技術関係の専門資料なども検索可能。

＊ J-STAGE（ジェイステージ） https://www.jstage.jst.go.jp/

国内の学協会・研究機関が発行する科学技術分野の電子ジャーナルプラッ
トフォーム。厳密にはデータベースではないが、登録されている情報を検索
するデータベースとしての機能も持つ。

＊ PubMed（パブメド） https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

医学・生物文献データベース「MEDLINE」の一般公開版。論文アーカイブ
サイトのPubMed Centralへリンクしている。アメリカ国立医学図書館の
National Center for Biotechnology Information (NCBI)提供。

◆無料で利用できるデータベース

https://cir.nii.ac.jp/
https://iss.ndl.go.jp/
https://www.jstage.jst.go.jp/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/


目的に合わせたツールを利用しよう。
文献データベース(DB)
論文の検索を目的とし、論文の書誌情報を収載する。
基本的に本文は収載せず、電子ジャーナルPFなどの本文公開先へ
リンクするが、 一部のDBでは本文も収載している。
テーマに合わせた論文を広く探したいときに。
例）医中誌web、最新看護索引web、CiNii、など

電子ジャーナルプラットフォーム(PF)
電子ジャーナルの公開を目的とし、原則本文を収載する。
複数の電子ジャーナルを集めたサイトで、収載論文の本文や書誌
情報を検索できるものが多い。特定の雑誌の論文を読みたいときに。
例）メディカルオンライン、J-STAGE、PubMed Centralなど

文献データベースと
電子ジャーナルPFの違い

論文タイトル、
雑誌名、巻号、
ページ…



 トップページ下部「データベース」
https://www.jrckicn.ac.jp/library/

 リンク集
https://www.jrckicn.ac.jp/library/library0303/

本学図書館ホームページに各種データ
ベースへのリンクを貼っています。

詳しくは
ホームページで

確認してくださいガー

https://www.jrckicn.ac.jp/library/
https://www.jrckicn.ac.jp/library/library0303/


Google Scholarは
データベースではなく検索エンジンです。

データベースとは異なるので、
使用する際は注意が必要です。

★こんなときどうする・・・？

Google Scholarで検索したけど
件数が多くて困ったガー…。



検索エンジン…インターネット上の情報を
検索するプログラム（Google検索、Yahoo!検索など）。

データベースとの違い

• データの形式がページによって異なり、統一されてない。

• 機械がアクセス可能なデータのみを自動的に収集するため、
すべてを網羅できるわけではない。

• 信頼性の低いページも検索対象となる可能性がある。

• 古い情報は失われることがある。

• 一部は論文の本文も検索できるため、検索結果は多いが、
不要な情報も多い。

Google Scholarは
検索エンジン

グーグル スカラー



Google Scholar…Google社提供の学術
情報検索エンジン。
インターネット上に公開されている情報のうち、論文等の
学術情報を検索できる。

 Google Scholarの特徴

• 無料閲覧できる範囲で、出版社のホームページ等で
公開されている書誌情報を検索できる。

• 一部の無料公開論文は、本文中の語も検索できる。

• アクセス制限のある情報は検索できず、網羅的とは言えない。

• 無料で公開されている論文の本文を入手できる。

Google Scholarは
検索エンジン

グーグル スカラー

あくまで無料で利用
できる範囲のもの。
有料データベースを
補完するものとして
活用しよう！



★こんなときどうする・・・？

検索結果が少ないガー…。

検索結果を見て、
よく使われる言葉を探しましょう。
統制語（シソーラス）がある場合、検索ワードの参考にしましょう。

検索ワードを
複数入力していませんか？

検索ワードが多すぎると、結果が少なくなります。
まずは絶対に外せないワードで検索し、

検索結果が多い場合にワードを追加して絞り込みましょう。



検索ワードの選択や組み合わせによって、検索結果が
変わってくる。自分のテーマに適した検索ワードを探そう。

データベース
検索のポイント



• 検索ワードは単語にする
文章（フレーズ）だと、検索数が少なくなりやすい。

• 論文でよく使われる言葉を検索ワードにする
自分が普段よく使う言葉でも、論文でその言葉が使われてい
るとは限らない。あまり使われないワードで検索すると、検索
数が減る原因になる。
これを防ぐために、データベースによっては、シソーラスが設
定されているものもある。

データベース検索のポイント①

検索ワードの選択

検索ワードの選択

AYA世代
…？

思春期、若年



統制語を上位、下位、類義語などに分類して体系的に
整理した辞書のことをシソーラスという。

シソーラス用語（統制語）を使うと、検索ワードと異なる
表現を使用している文献や、よりテーマに近い文献を
検索できる。

統制語…ある事柄について多様に表現されて
いる言葉を、ひとつの言葉に置き換えたもの。

データベース検索のポイント①

検索ワードの選択



①思いつくワードでDBを検索し、自分のテーマと近い文
献に付与されているシソーラス用語を確認する。

②その中から、自分のテーマに適したものを検索ワード
にする。

DBによっては、シソーラスを直接検索して、
シソーラス用語を探すこともできる。

適切なシソーラス用語を探すには？

データベース検索のポイント①

検索ワードの選択



論理演算子を使い、自分のテーマに合わせた
検索式を作って検索しよう。

主な論理演算子 ＊青で塗りつぶされている箇所が実際の検索結果

データベース検索のポイント②

検索ワードの組み合わせ

論理積（AND）
異なるワードを掛け合わせて絞り込む

論理和（OR）
似たワードで検索の幅を広げる

否定（NOT）
検索結果から一部を取り除く

緩和
ケア

訪問
看護

home nursingpalliative care

アルコール
中毒

アルコール
依存症

alcohol
dependence

alcoholism

臓器移植 心臓

transplants heart



論文の本文を
入手する

検索した論文は
どうやってゲット
するガー…？



電子ジャーナル、冊子ともに掲載雑誌・巻号を持っ
ている図書館を探そう。

論文本文を入手する

• 書誌情報のうち、雑誌タイトルと巻号（できればページも）を確認しよう。雑誌を所
蔵していても、掲載巻号を所蔵していないと閲覧できないので注意。

• 直接訪問できる図書館であれば、ほとんどで論文をコピーするなどして入手
できる。図書を探すのと同様に、OPACやDBで所蔵館を探そう。図書館に
よっては、所蔵雑誌リストをホームページに掲載しており、OPACで検索でき
ないこともあるので注意。

• 電子ジャーナルの場合、データベースから本文公開先へ直接リンクしていれば、
リンク先から閲覧できることがある。何かしらリンクがあれば、
積極的にアクセスしてみよう。



違いを理解して利用しよう。
文献データベース
…雑誌に掲載されている論文一つ一つを
検索するもの。

検索項目…論文タイトル、著者名、雑誌名、出版年、出版社、統制語

OPAC
…図書館の所蔵資料を検索するもの。
検索項目…資料名（雑誌・図書名）、著者名、件名、出版年、出版社

※ OPACは、論文のタイトルでは検索できないので注意！

文献データベースと
OPACの違い

論文タイトル、
雑誌名、巻号、
ページ…



大学の図書館ホームページ(https://www.jrckicn.ac.jp/library/)で公開。
学内外から利用可能。

本学ＯＰＡＣ
トップページを
下にスクロール

OPAC
※使い方は別動画参照

https://www.jrckicn.ac.jp/library/


図書館間相互利用により、
論文のコピーを

取り寄せることができます（有料）。

取り寄せ方法は動画参照。

★こんなときどうする・・・？

探している論文が
近所の図書館にもないガー・・・



論文探しの
ヒント

データベース
以外でも論文が
探せるガー…？



雑誌の特集を見てみよう
雑誌によっては、巻号ごとに特集を組んでいることがある。
その巻号には特集のテーマに関する論文が通常より多く掲載
される。

ハートラ看護教育雑誌 1号
特集：新型コロナウイルス
で変わる新人教育

ハートラ看護教育雑誌 3号
特集：臨地実習のこれから

←新人看護師教育に
関する文献

←看護学生の臨地実習に
関する文献

特集名は、雑誌の背に
書かれていることも多い。

気になる特集があったら、
雑誌を手に取ってみてみよう。

特集の例
同じ雑誌でも
異なる特集が
組まれている
ガー！



本文中のキーワードや
引用・参考文献を確認しよう

本文中のキーワードは、検索ワードの参考になる。また、引用・
参考文献をたどって新たな文献を探すことができる。

入手した論文には
情報もいっぱいガー！

→検索ワードの参考にする。
本文を読む際にも、検索ワードになりそうな
ものがあるか、意識して読むとよい。

→必要な文献を論文を芋づる式に探すことができる。



図書館
利用上の注意

自由に使っちゃ
だめなのガー？



図書館ごとに、資料や機器の利用方法・制限が異な
ります。事前に利用したい図書館の利用案内をよく
確認し、正しく利用しましょう。

また、図書館資料は著作権により守られています。
著作権の範囲内で利用しましょう。

注意！

資料は公共の資産。
大事に扱ってね！

図書館利用上の注意



著作権法により、複写できるのは一部分
を発行後相当期間を経過した場合とされ
ています。 （著作権法第三十一条） 範囲を超えて

複写したい場合、
著作権者に許諾を
得る必要があります。一部分…全体の半分まで

雑誌全体の半分。1本の論文が全体の半分に
満たなければ、論文全部を複写できる。

相当期間…次号が発行されるまで
季刊・年刊の雑誌は、発行後3か月経過するまで。

注意！ 最新の雑誌を複写
することはできません



資料探しで困ったら
図書館に相談ください

メール、電話でも対応します


