
卒業論文準備セミナー

長い1年間のその前に

2016.11.25 筑波大学附属図書館

講師：松野渉（図書館職員（レファレンス担当））



学術情報の流れ

新しい発見や技術 新聞・Webのニュース

論文執筆

査読

START !

学術雑誌（冊子／電子）に

論文が載る

大学で学習・研究

世界中で情報共有

基礎・概論が

本になる



Stand on the shoulders of giants
「巨人の肩の上に立つ」

小人は地面に立つと遠くの風景を見ることができない
巨人の肩の上に立つことで
ほんの少しだけ遠くを見渡すことができるようになる

一人ひとりの研究者が生み出す知見は

小さいかもしれないが 巨人＝先人たちの膨
大な知識の上に積み上げることで
学術の発展に貢献することができる

常に先人に畏敬の念を払うべし

自分が生み出した知識もまた

巨人の一部となって次の誰かの礎になる



知ってますか？この言葉

新規性

オリジナリティ



論文の構成（IMR&D）

背景及び目的

先行研究

調査/実験

結果

考察

結論

引用・参考文献

Introduction
Methods

Results
Discussion
Conclusion
Citation



背景及び目的：Introduction

自分の研究領域で何が起きているのか？

これまで何が明らかになったのか？

残されている問題は何か？

この論文であなたは何を明らかにするのか？



先行研究

これまでの研究について学べば

「新規性・オリジナリティ」のある

「研究テーマ」が

定まる！



そうだ、図書館に行こう
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先行研究を読もう！

1. テーマに沿ってざっくり探す

2. 図書館にある図書を探す

3. データベースで網羅的に探す

4. 特定の図書・（電子）ジャーナルを読む



テーマに沿ってざっくり探す

Tulips Search



Tulips Search

図書や雑誌の情報

電子リソースの情報

雑誌論文の情報

筑波大学で
利用できる
文献情報

電子ジャーナルの
購読情報

筑波大学図書館の
所蔵情報

電子ブックの
購読情報

筑波大学の図書館から

世界中の書誌データ

筑波大で利用できる文献情報
http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/lib/ja/collection/about-tulips-search

世界中のデータ提供元
（出版社など）から



Tulips Searchで文献を探す
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“フォーマット”で絞りこむ！たとえば「論文」

雑誌論文

学位論文

研究論文



Tulips Linker
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この論文を読んでみたい！



図書館にある図書を探す
OPAC検索
Online Public Access Catalog（所蔵検索ツール）



図書を読んで学ぼう

論文

one paper, one theme.
想定読者=peer（同じコミュニティ）

ページ数や字数の制限あり

上級者向け文献



図書を読んで学ぼう

図書

通常、複数のトピックスを扱う

想定読者=様々（一般的社会人や初学者）

ページ数や字数の制限なし

初学者に易しい文献あり



Tulips Searchだけ探しておけばOK？

Tulips Searchは大量の文献情報から検索を行なう

抜けや漏れがある事もある

捌ききれなくなる

効率的な検索に向かない

→データベースや学術雑誌を使おう！



データベースとは？

様々な媒体から文献を収録・提供するサービス

例えば日本語なら…？

日本の主要な学術論文を検索できる！(全分野）

（国内の学会誌・大学紀要雑誌・雑誌記事索引データベース等が収録）

検索結果からすぐに全文を読める論文が多数！



データベースとは？

例えば英語なら…？

全分野外国語データベース



データベースとは？

より専門的なデータベースも！



学術雑誌とは？

論文が掲載される雑誌

特定のテーマに関する研究について

様々な研究成果が論文として毎号掲載される

紙で刊行された雑誌と電子ジャーナル



学術雑誌とは？

紙の雑誌

→「OPAC検索」で検索可能

電子ジャーナル

→「電子ジャーナル一覧」から検索可能



紙の雑誌の探し方(おさらい)



紙の雑誌は”所蔵巻号”に注意



データベース・電子ジャーナルへの入り口



テーマ決めに沿って掘り下げる (一例)

広く Tulips Search

Web of Sciense ProQuestCiNii

全分野データベース

学術雑誌(電子) 学術雑誌(紙)

専門データベース

OPAC

深く



学内に読みたい資料が無い時は？
＜依頼方法１＞

マイライブラリにログインして利用登録
“オンラインによる文献複写・図書借用申込利用登録(私費)”

↓
Tulips-LinkerでWebから依頼

＜依頼方法２＞
図書館のレファレンスデスクに来館

↓
紙の申込書を記入

費用
料金=コピー代＋送料（国内から取り寄せ）

コピー代（コピー時）：約30-50円/枚
送料 ：資料の大きさ・重さによる

レファレンスデスクで
料金と引換にお渡し

約1週間
（国内）

ILL (Internal Library Loan)サービスを
使って学外（国内外）から取寄せ！



レファレンスデスクに相談

＜論文取り寄せの注意事項＞
＊著作権法第31条などの遵守により、以下はできません。

×：雑誌最新号（冊子体）のコピー（次号刊行後か、刊行後３ヶ月経過まで待ちましょう）
×：図書の全ページコピー（絶版本は応相談）
×：複数著者による図書（論文集)のコピー
×：取り寄せた論文コピーの配布
×：他人になりすまして依頼

CiNiiやTulips Searchで
ヒットしない論文だけど、

手に入れたい！

論文情報が
うろ覚え・・・。

読みたい
内容の論文が

うまく探せない！

海外から

論文取り寄せ
したい。

取り寄せできない
論文だけど、

どうしても欲しい。
このデータベースの
使い方を知りたい



もう一度、研究のサイクルの話

がまじゃんぱー先生

Aである
がまじゃんぱー
先生の論文

Aを基に“B”という
新しい発見！

研究

わたし

発見！

わたしの論文

研究

別の誰か

別の誰かの論文

・・・



盗用・剽窃ダメ絶対

とう-よう【盗用】

盗んで用いること。無断で使用すること。

ひょう-せつ【剽窃・剽竊】

他人の詩歌・文章・論説などを盗みとって、

自分の作として発表すること。剽賊。

日本国語大辞典第二版編集委員会. 日本国語大辞典第二版(Japan Knowledge収録);  小学館: 2000 



今日のまとめ

卒業研究の最初の一歩でつまずく原因は「インプット不足」

 研究は”巨人の肩の上”に乗る事で成立する

 “巨人”=偉大な先人達の成果を知らずして研究は出来ない

 先行研究をどれくらい読めているかがテーマ設定等の鍵
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今日のまとめ

先行研究を読みに図書館へ行こう！

 先行研究は何といっても論文

 Tulips Searchならキーワードひとつで世界中の論文と”出会える”

 基礎知識が足りないと感じたらOPACを使って基本図書を読もう

 課題が固まってきたらデータベースや電子ジャーナルを使おう

 図書館で講習会を豊富に用意！オーダーメイドでも！
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今日のまとめ

資料探しに困ったらレファレンスデスクに行こう

具体的な資料探し

学外からの取り寄せ

各種ツールの使い方まで何でも答えます
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どんな学術情報にあたれば良いか？

筑波大学が持っている学術資料

図書：約2,500,000冊

契約データベース：約20件

雑誌（紙）：約10,000タイトル

電子ジャーナル：約25,000タイトル

・・・And More？



資料が集まったその先は？

研究テーマに適した研究手法は何か？

卒業論文が書ける文章技術とは？

伝わるプレゼンって何だろう？

期日までに書きあげる為のスケジューリングとは？

就職活動 or 院試との兼ね合いは？



中央図書館で「場所」を提供しています

フリースペース＝予約不要・時間無制限・会話自由！

中央本館２階のチャットフレーム

中央本館２階のリフレッシュゾーン

悩んだ時は一人じゃない方が良いのです



悩んだ時は一人じゃない方が良いのです
セミナー室 = 予約制・最長３時間
自分達だけの学習空間！

・マイライブラリで空室確認
・予約受付開始は１週間前から



勿論、「図書館の人」に相談しても良いのです

ex:)中央図書館

レファレンスデスク

図書館Staff

平日9時～17時

学生サポートデスク

ラーニング・アドバイザー

= 大学院生

学期中の平日14時～19時

講習会も随時開催中！



おまけ1

落合陽一 論文 フォーマット [検索]



附属図書館公式Facebook 附属図書館公式Twitter
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