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テ ー マ の 決 め 方 と

レポート・論文作成講座 第2回

情 報 の 選 び 方

本日の内容

•事前調査

•概念の整理

テーマの

決め方

•関連文献の収集

•文献の評価

情報の

選び方

2

リンク集ページ

Internet Explorerのアドレスバーに以
下を入力
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https://goo.gl/82QHpr

Enterキーか，→のマークをクリック

①ここに
入力

②ここを
クリック

テーマの設定

事前調査

課題の中の用語の理解
ファーストフードとは
食生活への影響とは

なにを求められているか整理
自分の考えを述べる
➡なんらかの主張が必要

5

ファーストフードによる子どもの食
生活への影響について，自分の考え
を述べなさい

事前調査

やるべきこと
1. 教科書、配布物、ノートの見直し
2. ファーストフードの子どもの食生活へ

の影響を調べる

課題の中の用語・概念から調べる
ファーストフード➡?
子どもの食生活➡?

6

ファーストフードによる子どもの食
生活への影響について，自分の考え
を述べなさい
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用語・概念から調べる

ファーストフード
食生活にどのような影響がある（と
言われている）のか？

子どもの食生活
子どもの食生活とはどのようなもの
なのか？
それについて何が言われているの
か？
特徴は？注意すべき点は？

7 百科事典の検索

ジャパンナレッジLib
「『日本大百科全書』、『大辞泉』、
『現代用語の基礎知識』、『プログ
レッシブ英和中辞典』など辞典類の横
断検索が可能。」（MELICより）

アクセス方法
1. MELICウェブサイトにアクセス
2. 「文献・情報検索」から「データ

ベース」をクリック
3. 「ジャパンナレッジLib（辞書・事

典）」をクリック

8

ファーストフード 9 食生活変化 10

<<中略>>

食生活変化 11

関連文献の収集と評価
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関連文献収集の必要性

• 自分の経験や主張だけ

• 思いついたことをそのまま✕
• 関連文献の内容を整理

• →説得力○

13 情報源の種類と特徴 14

『大学でどう学ぶか』より

文献の種別ごとの情報源

• OPAC

• CiNii Books
図書

• CiNii Articles記事・論文

• 各社のデータベース（DB）（MELICからアクセス）新聞

• 専門のDB判例・統計など

• 検索エンジンウェブ

15 MELICのデータベースのページ 16

https://appsv.main.teikyo-u.ac.jp/tosho/tos.html

いろいろなOPAC 17

• 授業等に必要な資料が揃っている帝京大学OPAC

• 国立国会図書館のOPAC

• 日本で出版された本の多くを所蔵
NDL-OPAC

• 他の大学の蔵書もまとめて検索

• 帝京OPACからNII書誌検索でも可
CiNii Books

• 地域のニーズを反映した蔵書
地元の図書館の

OPAC

文献の検索

どんな言葉で検索しますか?

18

ファーストフードによる子どもの食
生活への影響について，自分の考え
を述べなさい
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資料種別ごとのタイトルの例

図書のタイトル
「ファストフードが世界を食いつくす」

論文のタイトル
「1食で1日分の脂質をオーバー（特集
ハンバーガーを調査—栄養素の過剰と不
足安全にたべるには）」（『食品と暮ら
しの安全』）

新聞記事のタイトル
「『ハンバーガーのせいで太った』
米で過激訴え（世界発2002）」（朝日新
聞）

19

アメリカの食文化

現代の食文化

ファーストフード

ハンバーガー

キーワードの選び方

図書では，より大きなテーマ

雑誌論文では，小さなテーマも多く存在

20

それぞれのDBで検索してみる

いろいろなデータベースで
MELICのOPAC
CiNii Books
聞蔵IIなど新聞DB（余裕があれば）

同じ言葉を検索
ファーストフード
ハンバーガー，など

検索結果（件数，内容）を比較

21 キーワードの組み合わせ

AND
語Aと語Bの両方を含んでいる
食生活 AND 変化
検索結果を正確に

OR
語Aか語Bの少なくともどちらかを含
んでいる
ファーストフード OR 外食産業
同義語・類義語を含めて網羅的に

件名（統制語）の利用

22

レポート中に使えるのはどれでしょう?23

一般書 教科書 専門書
○❌

学術情報とは

条件
学術的な目的で書かれた文章
引用と出典の明示

レポート = 学術情報
学術情報の中では学術情報の利用
を！

24

学術研究の成果として生み出された情報
およびそれがさらに編集，圧縮，加工さ
れて生成された情報．（『図書館情報学
用語辞典第4版』より）
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情報の評価点

図書
著者，出版社，シリーズ，引用の有
無など

雑誌記事・論文
引用の有無，査読の有無，著者など

新聞記事
署名記事かどうか，など

ウェブサイト
URL，著者の情報，など

25 図書の評価ポイント

• その分野での業績があるか

• 著者の略歴・過去の出版物著者

• 学術的な出版社か

• 出版社名で検索出版社

• 学術的な文章は「である」調

• 主観的な語を使っていない，

• 引用・参考文献リストがあるなど
文体

26

引用リストの例 27

星野崇宏『調査観察データの統計科学』より

一般雑誌と学術雑誌 28

一般雑誌 学術雑誌

CiNii よりhttp://store.toyokeizai.net/magazine/toyo/ より

雑
誌
論
文
の
例

29

雑誌の評価: 引用の有無 30

引用 出典

兼平ら「女子校中高生における口やのどの乾燥に関連した自覚徴候に共通する要因」より
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雑誌の評価: 査読の有無 31

査読

ウェブ上の文書の評価

go.jp=日本の政府機関のサイト

ac.jp=日本の高等教育機関なども

32

ウェブサイトの評価

著者から判断

33 Wikipediaの良くないところ

根拠に乏しい記事が少なくない

悪い記事

34

良い記事

レポートに使える情報の範囲 35

レポート

ゼミ論・卒論

学術
雑誌

専門書

一般
雑誌

一般書

新聞 教科書

一般 学術

文献の種別ごとの情報源

• OPAC

• CiNii Books
図書

• CiNii Articles記事・論文

• 各社のデータベース（DB）（MELICからアクセス）新聞

• 専門のDB判例・統計など

• 検索エンジンウェブ

36

入手のための

情報を取得
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図書の入手

配置場所・状態・請求記号の確認

予約・リクエスト

37 雑誌の入手: 書誌情報の確認

➡MELICで，その雑誌が所蔵されている
かを調べる

38

記事の
タイトル

掲載雑誌名 巻（号），掲載
ページ，刊行年－月

著者名

雑誌の入手: 所蔵の検索

雑誌を指定した検索

39 雑誌の入手: 所蔵の確認

巻号から掲載号の所蔵を確認

配置場所の確認

40

ILLによる文献入手

文献複写: コピーの取り寄せ

相互貸借: 本の取り寄せ

41

「学内の方へ」
https://appsv.main.teikyo-u.ac.jp/tosho/tos1.html

次回執筆編
12月5日，8日
アウトラインと
情報の引用

42


