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入門的な情報 

キーワード・関連語 

広島修道大学図書館 作成日 2015.12.01 

 

 

 
SNS についての情報の探し方がわかります。情報検索のガイドとして活用してください。 

“■”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。 

 

 

インターネット、スマートフォン、Web サービス、コミ

ュニティ、交流、ソーシャルメディア、ソーシャルゲー

ム、ソーシャルプルーフ、インフルエンサー、Twitter、

Facebook、LINE、Instagram、Google+ など 

 

 

文献を探す前に、テーマに関する基本的な知識や背景を

調査しましょう。 

■JapanKnowledge Lib 

『日本大百科全書』、『現代用語の基礎知識』などが利用

できます。 

＜図書館で所蔵している関連図書＞ 

資料情報 請求記号 配架場所 

日経パソコンデジタル・ 

IT 用語事典 日経パソコン

編 日経 BP 社 2012 

007.6/ 

N 73 
2 階参考図書 

 

 

● 学内の図書を探す 

✽ OPAC で調べる 

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。所蔵の有無、書誌情報、配架場所、

請求記号がわかります。 

＜図書館で所蔵している関連図書＞ 

資料情報 請求記号 配架場所 

SNS って面白いの? : 何が便

利で、何が怖いのか 

草野真一著 講談社:ブルー

バックス B-1926 2015 

080/ 

KB 
3階新書･文庫 

ケータイの 2000 年代 : 成熟

するモバイル社会 

松田美佐, 土橋臣吾, 辻泉編 

東京大学出版会 2014 

361.45/ 

Ma 74 
3 階一般図書 

インターネットはなぜ人権侵

害の温床になるのか : ネッ

トパトロールがとらえた 

SNS の危険性 吉冨康成編著 

ミネルヴァ書房 2014 

547.48/ 

Y 92 
3 階一般図書 

Facebook マーケティング戦

略 池田紀行著 翔泳社 2011 

675/ 

I 32 
3 階一般図書 

 

 

✽ テーマの書架に行って探す 

図書にはテーマを表す分類記号が１冊ごとに付いて

いて、記号順に書架へ並べられています。 

＜関連度の高い分類番号＞ 

007.3 情報と社会 547.48 
特殊通信. 

同時通信 

361.45 
コミュニケーション. 

マスコミュニケーショ

ン. マスメディア 

675 
マーケティ

ング 

 

● 国内で刊行されている図書を探す 
■CiNii(ｻｲﾆｨ) Books:大学図書館の本をさがす 
全国の大学図書館等が所蔵する本（図書や雑誌等）の

情報を検索できます。 
 
■Webcat Plus 
江戸期前から現代までに出版された日本の書物を 

「一致検索」や「連想検索」で探すことができ、 

所蔵している図書館も表示されます。 
 

■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、雑誌、雑誌記事や新聞などが検索できます。 
 

■Books.or.jp 

国内で発行された入手可能な書籍が検索できます。 

出版社のホームページやオンライン書店へのリンク

もあります。 

 

■新書マップ 

新書・選書を対象に、1000 のテーマについて関連す

る本のリスト、本の概要や目次、それらを読み解くた

めの読書ガイドが付けられています。 

 

● 雑誌を探す 

✽ OPAC で学内の雑誌を探す 

図書と同様に、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。 

＜図書館で所蔵している関連雑誌＞ 

資料情報 請求記号 配架場所 

情報処理 
Z000/ 

JOH-001 
2 階新着雑誌 
(BN:1 階書庫) 

日経パソコン 
Z000/ 

NIK-001 
2 階新着雑誌 
(BN:1 階書庫) 

日経ソフトウェア 
Z000/ 

NIK-002 
2 階新着雑誌 
(BN:1 階書庫) 

雑誌・雑誌記事を探す 

SNS について調べる 

図書を探す 
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✽ 国内で刊行されている雑誌を探す 

■CiNii(ｻｲﾆｨ) Books:大学図書館の本をさがす 
全国の大学図書館等が所蔵する本（図書や雑誌等）の

情報を検索できます。 
 

■NDL-OPAC 

国立国会図書館の蔵書目録です。国内で刊行されてい
る図書、雑誌、雑誌記事や新聞などが検索できます。 

 

● 雑誌記事を探す 

■CiNii(ｻｲﾆｨ) Articles:日本の論文をさがす 

学協会で発行された学術雑誌と大学等で発行された
研究紀要の両方を検索し、検索された論文の引用文献
情報や本文を PDF ファイルで閲覧することが可能で
す。 

 

■magazineplus 

国内最大規模の雑誌・論文記事のデータベースです。
一般週刊誌から学術雑誌まで幅広く採録されていま
す。 

 

■Web OYA-bunko 

国内で刊行された一般週刊誌、芸能・スポーツ誌を中
心に掲載当時の世相・風俗についての記事検索が可能
です。 

 
 ■日経 BP 

日経 BP 社が発行する雑誌のバックナンバー記事を、
テキスト形式または PDF 形式でダウンロードできる
サービスです。 

 

＜CiNii Articles で検索できる雑誌記事の例＞ 

記事情報 

「日本語 Twitter ユーザーの中国人についての言説の

計量的分析 : コリアンについての言説との比較」 

高 史明, 人文学研究所報 (53), 73-86, 2015-03 

請求記号：P37A/143-006   

「Facebook ページへの共感発生と企業イメージへの影

響」佐川徹, イノベーション・マネジメント (12)， 

17-39, 2015 請求記号：P36A/126-020 

 

 

● 原紙／縮刷版を探す 

最新 1年分の原紙は 2階新聞コーナーにあります。縮刷

版は 2階雑誌コーナー奥の電動書架に置いてあります。 
 

＜図書館で利用できる縮刷版/専門紙等＞ 

縮刷版･マイクロ 外国の新聞 

朝日新聞縮刷版 The New York Times 

毎日新聞縮刷版 ABC 

日本経済新聞縮刷版 Die Zeit 

中国新聞縮刷版･マイクロ資料 Le Monde 

 
 
 
 
 

● データベースで探す 

データベースを利用することで、キーワードや日付など

の条件に該当する新聞記事を簡単に探すことができま

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。 

＜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 

日経テレコン 
日経四紙(経済、

産業、MJ、金融) 

1975.4-現在 

1987-2008(金融) 

聞蔵 II ビジュアル 朝日新聞 1879.1-現在 

毎索 毎日新聞 1872.3-現在 

ヨミダス歴史館 読売新聞  1874.11-現在 

 

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。 

＜図書館で所蔵している関連図書＞ 

資料情報 請求記号 配架場所 

デジタルコンテンツ白書

2015 デジタルコンテンツ

協会編 デジタルコンテン

ツ協会 2015 

007.3/ 

D 54 
2 階参考図書 

 

 

● 統計・調査データ 

・情報通信統計データベース 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/ 

政府が行なった各種統計のデータを閲覧すること
ができます。 

・MMD 研究所 https://mmdlabo.jp/ 

MMDLabo 株式会社による、モバイルビジネスに関す
る消費者動向や市場調査の結果を閲覧することが
できます。 

 
 

● ニュース・コラム 

・ITmedia http://www.itmedia.co.jp/ 

アイティメディア株式会社が運営する、IT 系の総
合ニュースサイトです。 

・ITpro http://itpro.nikkeibp.co.jp/ 

日経 BP 社が運営する、IT 系の総合情報ポータルサ
イトです。 

 

 

他大学図書館や国立国会図書館の資料は、複写または借

用の手続きにより入手できます。図書館２階レファレン

スカウンターで申し込むか、My Library の《文献の複

写》《資料の借用》を利用して申し込んでください。 

ただし、料金は利用者負担です。
 

専門的な情報源 

新聞記事を探す 

Web サイト 

図書館にない資料を手に入れる 


