
 

 

 

 

 

 

 

 急激に冷え込み、木々も葉の色を変え、秋を感じられるようになりました。 

大学の周りには沢山の植物があるので、より秋の訪れを感じられますね。 

 この秋が過ぎ、冬になったら修了レポートや卒業論文の提出締切に追われる 

方もいることでしょう。今回は様々なレポート作成に役立つサイトを紹介して 

いるので、そちらや図書館の資料を活用して早めの準備をしておきましょう。 

 

＜特集＞～レポート作成の際に役立つサイト紹介～ 

 各講義でレポート課題が出されたり、修了レポートや卒業論文の提出があったりと学生の 

皆さんは文章を書く場面が多いかと思います。しかも、高校生までとは異なり、本や新聞、 

雑誌、論文等様々な資料の内容を根拠として説得力のある文章を書くことが求められます。 

 そこで、今回はレポートや論文作成の際に役立つサイトを紹介したいと思います。 

 

◆国立国会図書館オンラインサービス（Web サービス一覧） 

 国立国会図書館が提供しているデータベース・コンテンツが紹介されたサイトです。 

 3・4 月号で紹介した国立国会図書館の所蔵資料が検索・一部閲覧が可能な「国立国会図書館オンライン」をは 

じめ、全国の図書館や学術研究機関等が提供する資料、デジタルコンテンツを検索できる「国立国会図書館サー 

チ」、国立国会図書館で収集・保存しているデジタル資料を検索・閲覧できる「国立国会図書館デジタルコレク 

ション」等数多くの便利なデータベース・コンテンツが紹介されています。 

 また、資料探しの方法がわからない方には調査のポイントや参考資料、便利なデータベースの紹介、使える 

Web サイトの案内など、調べものに役立つ情報を提供している「リサーチ・ナビ」の利用をおすすめします。 

 

◆論文・電子ジャーナルを探す 

 論文を探す際によく使われるのは「CiNii Articles」です。こちらでは国内の大学研究紀要など学術 

論文情報を検索することができます。他には「Google Scholar」（学術資料を検索するための検索エン 

ジン）から検索をかける方法もあります。 

 電子ジャーナルは「J-STAGE」で閲覧することができます。国立研究開発法人科学技術振興機構が 

運営する電子ジャーナルの無料公開システムで、分野別・資料種別に検索することが可能です。 

 

◆その他 

 図書館内にも所蔵されている白書は HP からも閲覧することができます。内閣府、総務省、厚生労働省等発行 

元の HP にリンクがございますのでそちらをご覧ください。 

 他にも参考になる図書を探しているが、タイトルや著者等がわからない。どう検索していいのかわ 

からない…という方には「WebcatPlus」というサイトもあります。こちらには連想検索というシステ 

ムがあり、入力した言葉の集まりをたよりに図書を探すことができます。 

＜図書館の使い方講座＞~データベース編～ 

 今回は、データベースの使い方について説明したいと思います！ 

データベースとは、過去・現在の様々な新聞記事を PC で見ることができるという機能です。長岡大学の図書館では

入口正面にある PC4 台で活用することができます。 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 種それぞれに特徴があります（日経テレコンは 2 台のパソコンで利用できます）。 

その特徴をまとめると以下の表のようになります！ 

データベースの種類 特徴 

 

 

日経テレコン 21 

・1975 年以降の日経各紙の記事を見ることができる。 

・ランキング機能など、他のデータベースに比べて機能が多い。 

・記事の他に企業検索や人事情報なども検索できるため、就職活動に役立つ。 

・全国の情報を得ることができる。 

※使用後は必ず右上のログアウトボタンを押してください（ログアウトしないで終了する

と暫く使えなくなります）。 

朝日新聞記事データベース 

「聞蔵（きくぞう）」 

・1985 年から検索日当日までの朝日新聞の記事を検索することができる。 

・朝日新聞だけはイメージ表示（新聞のような文字列・写真付きのデータ表示）不可。 

 

新潟日報記事データベース 

・2002 年以降の新潟日報の記事を検索することができる（更新は遅いので数日前の記事が

最新として表示される）。 

・県内の情報に特化している。 

 

 調べた記事を印刷することもできます。日経テレコンと新潟日報は 

イメージ表示の画像を印刷することができるため、新聞を直接印刷す 

るよりもきれいな写りで印刷することができます。 

データベース記事を印刷するための申請は必要ありません！ご自由 

にお使いください。ただし、プリンターに用紙が入っていればそのまま 

お使いいただけますが、用紙が入っていない場合は事務室（教務課） 

へ行って用紙をもらってくる必要があります。 

 

 

使い方がわからない…という方は、PC 横に置いてある説明書きを読んでみてくださ

い。PC の画面写真にそって手順の説明をしています。 

また、分らないことがあったり、困ったことがあったりした場合にはお気軽にカウ

ンターまでお越しください！ 
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＜今月の展示コーナーの紹介＞ 

 図書館の入り口の正面に見える展示スペース(データベースのパソコンの近く)では、 

月ごとにテーマを決めて特集を組んでいます。 

11 月のテーマは…『新社会人特集』です！ 

数カ月～数年後に社会人になる皆さんに読んでもらいたい、社会に出た際に役立つ本を集めました！社会人マナー、

話し方、考え方など…様々な本を展示中です。 

今後の自分のために、気になったものを読んでみませんか？ 

タイトル 著者名 登録番号 分類記号 

要領がよくないと思い込んでいる人のための仕事術図鑑 Ｆ太 小鳥遊 0071012 159.4 

１日１話、読めば心が熱くなる３６５人の仕事の教科書   0071476 159.8 

コミュ力ゼロからの「新社会人」入門 渡瀬謙 0070634 336.47 

1 分でわかる! 仕事の基本とビジネスマナー ビジネスのしくみ研究会 0071667 336.47 

ビジネスマナーの解剖図鑑 新しい生活様式対応版  北條久美子 0071669 336.47 

それを敬語で言えますか 原加賀子 0044596 336.49 

そこのあなた!その自己中(ひじょうしき)マナー、失礼です!! 河村晴美 0066401 336.49 

ヒット商品の[○秘]プレゼン資料を大公開! 戸田覚 0071338 336.49 

口ベタ、あがり症、人見知りのための「質問」で会話を盛り上げる方法 渡瀬謙 0068365 361.454 

話し方で損する人得する人 五百田達成 0071260 361.454 

まんがでわかる伝え方が 9割 佐々木圭一 0071556 361.454 

なぜ僕らは働くのか   0071242 366 

仕事を効率化するビジネス文具 菅未里 0071350 589.73 

世界一美しい食べ方のマナー 小倉朋子著 0069559 596.8 

絵でおぼえる英会話 ビジネス編 エリー・オー 0071683 837.8 

 

＜あなたのイチオシ本を教えてください イチオシ本の POP大募集！＞ 

 皆さんの“イチオシ本”を大募集します。あなたのお気に入りの本、感銘を受けた本、オススメしたい本等を教えてく

ださい！参加してくださった方には、図書館からささやかなプレゼントをお贈りします。 

参加方法は 2 パターンありますので、お好きな方をお選びください。 

参加方法①                         参加方法② 

 (１)右の QR コードを読み込む。               (１)図書館内に設置された用紙に直接 

(２)QR コード先の Google フォームにて              必要事項を記入する。 

必要事項を回答する。                  (２)カウンターに提出する。 

 

 どちらの方法で参加して頂いた場合でも、後日 POP として回答を館内に掲示させて頂きます。 

 複数回答可能です。“イチオシ本”が沢山ある場合には複数回に分けてご回答ください。 

また、“イチオシ本”は長岡大学図書館に所蔵されていない本でも構いません！ 

 締切日は 11 月 30 日(火)です。奮ってご参加ください！ 

 

＜新着図書紹介＞ 

作品名 著者名 登録番号 分類記号 

絵と図でわかる AI と社会 江間有沙 0071714 007.13 

失敗を語ろう。 辻庸介 0071736 007.35 

ちょさく犬が答える！SNS 時代の著作権 野田佳邦 0071745 021.2 

早すぎた天才 知られてないけど、すごかった 大野正人 0071726 280 

世界と日本の地理の謎を解く 水野一晴 2009087 290.4 

アホか。 百田尚樹 2009091 304 

うつでも起業で生きていく 林直人 0071724 335 

社長の成功習慣 経営者になる人に知っておいてほしい 50 のこと 小宮一慶 0071720 335.13 

グローバルビジネスと企業戦略 岩谷昌樹 0071731 335.5 

400 年前なのに最先端！ 江戸式マーケ 川上徹也 0071735 336.75 

「お金の流れ」がたった 1 つの図法でぜんぶわかる 会計の地図 近藤哲朗 沖山誠 0071727 336.9 

ジョブ型雇用社会とは何か 正社員体制の矛盾と転機  濱口桂一郎 2009079 366.21 

3 ステップでもう挫折しない！ 脱・三日坊主の資格勉強法 小栗隆志 鬼頭政人 0071730 379.7 

ビートルズとストレスマネジメント 松生恒夫 0071716 498.39 

最悪の予感 パンデミックとの戦い マイケル・ルイス 他 0071742 498.6 

カレンの台所 滝沢カレン 0071725 596 

世界のホットドリンクレシピ 誠文堂新光社  0071741 596.7 

ひとりディズニー50 の楽しみ方 みっこ 0071743 689.5 

ジェンダーで見るヒットドラマ 治部れんげ 2009088 778.8 

伝える準備 藤井貴彦 0071713 809.2 

民王 シベリアの陰謀 池井戸潤 0071747 913.6 

ミッキーマウスの憂鬱ふたたび 松岡圭祐 2009093 913.6 

こころに響いた、あのひと言 「いい人に会う」編集部 0071719 914.68 

他、32冊が新しく入りました！  

新着図書コーナーや 2階学生ホールの掲示板、HP（長岡大学図書館ブクログ）をご確認ください！ 

 

＜お知らせ＞ 

★11 月は 3 日(水・祝)と 23 日(火・祝)が休館日となります。また、通常通り 

土曜・日曜は休館日です。 

その他変更等があった場合は随時ポスターや HP にてお知らせします。 

★今月から館内での蓋付き飲み物の飲用と LC4 の利用（制限あり）が可能と 

なります。 

新型コロナウイルス流行前の利用方法とは異なる部分もございますので、 

ご利用の際は必ず図書館入口の利用制限に関するポスターか館内や 2 階学 

生ホールの掲示板に掲示中のポスターをよくお読みください。 

 発行：長岡大学図書館 

長岡大学図書館の 

HPはこちらから！ 


