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調べ物実習調べ物実習調べ物実習調べ物実習

横浜国立大学附属図書館

レファレンスデスク

参考図書（参考図書（参考図書（参考図書（reference tool））））

最初から最後まで通読するのではなく、

何かを調べるために、必要なときに

必要な項目（部分）だけを参照するため

に使う資料のこと

参考図書（参考図書（参考図書（参考図書（reference tool））））

？？？？

日常生活でおこる様々な疑問から論文を

書く際に必要な学術情報まで様々な疑問

に答えてくれる便利な道具です。

形態の変化形態の変化形態の変化形態の変化

現在では従来の冊子体だけでなく、横浜

国大で契約しているオンラインデータベー

スや無料でWEB上で公開されているツー

ルが沢山でてきました。

検索の入り口検索の入り口検索の入り口検索の入り口 附属図書館ホームページ オンラインデータベースオンラインデータベースオンラインデータベースオンラインデータベース

横浜国大で契約している有料データベースの

リンク集です。
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学習・研究に役立つ情報学習・研究に役立つ情報学習・研究に役立つ情報学習・研究に役立つ情報

無料で利用できる便利なサイトへのリンク集です。

インターネットの注意点インターネットの注意点インターネットの注意点インターネットの注意点

�なんでも検索エンジン？

�信憑性は大丈夫？

検索道具＝ツールを知ろう検索道具＝ツールを知ろう検索道具＝ツールを知ろう検索道具＝ツールを知ろう

何かを知りたいときにどんなものを使えばいい

のかを知ること

研究効率の差

ツールの知識の差

実際に調べてみましょう実際に調べてみましょう実際に調べてみましょう実際に調べてみましょう

自分が「京都に花見にゆく」と仮定して、

その計画段階から実際に京都に行って

現地でわきおこる様々な疑問を実際に調

べながらどんなツールがあるのかを学んで

ゆきましょう。

1.1.1.1. 訪問先をきめる訪問先をきめる訪問先をきめる訪問先をきめる

�京都に花見に行くのが最大の目的だけど、京都に花見に行くのが最大の目的だけど、京都に花見に行くのが最大の目的だけど、京都に花見に行くのが最大の目的だけど、

そのほかにも寺とか博物館にも行きたい。そのほかにも寺とか博物館にも行きたい。そのほかにも寺とか博物館にも行きたい。そのほかにも寺とか博物館にも行きたい。

�そういえば京都国立博物館ってけっこうそういえば京都国立博物館ってけっこうそういえば京都国立博物館ってけっこうそういえば京都国立博物館ってけっこう

かっこいい建物らしい。かっこいい建物らしい。かっこいい建物らしい。かっこいい建物らしい。

Q1. 京都国立博物館を
設計した人は誰？

また、他に東京に有名な
建物を設計しているらし
い。何ていう建物？
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事柄について調べる事柄について調べる事柄について調べる事柄について調べる 1

事柄について調べるとき便利なの
が百科事典です。非常に簡潔にま
とまって説明されているので調べ
ものの第一歩になります。

Japan Knowledge

図書館図書館図書館図書館HP→→→→よく使うツールよく使うツールよく使うツールよく使うツール

Japan Knowledge

「現代用語の基礎知識」「日本大
百科全書」「日本人名大辞典」「会
社四季報」「週刊エコノミスト」のほ
か英和、和英、英英辞典を同時検
索できる便利なツールです。

京都国立博物館の設計者を調べる京都国立博物館の設計者を調べる京都国立博物館の設計者を調べる京都国立博物館の設計者を調べる

京都国立博物館の設計者を調べる京都国立博物館の設計者を調べる京都国立博物館の設計者を調べる京都国立博物館の設計者を調べる 京都国立博物館の設計者を調べる京都国立博物館の設計者を調べる京都国立博物館の設計者を調べる京都国立博物館の設計者を調べる
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京都国立博物館の設計者を調べる京都国立博物館の設計者を調べる京都国立博物館の設計者を調べる京都国立博物館の設計者を調べる Knowledge Searcherを使うを使うを使うを使う

Knowledge Searcherを使うを使うを使うを使う

調べたい言葉をドラッグ
すると再度検索しなおし
てくれます

2.2.2.2.荷物をつめる荷物をつめる荷物をつめる荷物をつめる

�旅行の荷造りをするに当たって、何を着旅行の荷造りをするに当たって、何を着旅行の荷造りをするに当たって、何を着旅行の荷造りをするに当たって、何を着
てゆけばいいのか悩むもの。てゆけばいいのか悩むもの。てゆけばいいのか悩むもの。てゆけばいいのか悩むもの。

�どのくらいの寒さなのかな？雨は降るのどのくらいの寒さなのかな？雨は降るのどのくらいの寒さなのかな？雨は降るのどのくらいの寒さなのかな？雨は降るの
かな？かな？かな？かな？

Q2. 京都の4月の平均最

高気温、平均最低気温、

平均降水量は？

気温、降水量を調べる気温、降水量を調べる気温、降水量を調べる気温、降水量を調べる
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気温、降水量を調べる気温、降水量を調べる気温、降水量を調べる気温、降水量を調べる 気温、降水量を調べる気温、降水量を調べる気温、降水量を調べる気温、降水量を調べる

3.3.3.3.下調べ下調べ下調べ下調べ

�荷物も詰め終わって、後は明日を待つば荷物も詰め終わって、後は明日を待つば荷物も詰め終わって、後は明日を待つば荷物も詰め終わって、後は明日を待つば
かり。かり。かり。かり。

�そこでふと「京都」についての疑問そこでふと「京都」についての疑問そこでふと「京都」についての疑問そこでふと「京都」についての疑問
が・・。が・・。が・・。が・・。

�京都府って小さいと思ってたけど神奈川京都府って小さいと思ってたけど神奈川京都府って小さいと思ってたけど神奈川京都府って小さいと思ってたけど神奈川
県と比べてどちらが小さいんだろう？県と比べてどちらが小さいんだろう？県と比べてどちらが小さいんだろう？県と比べてどちらが小さいんだろう？

Q3. 京都府の面積は下か
ら数えて全国で何番目に
該当する？

統計を調べる統計を調べる統計を調べる統計を調べる

統計を調べるには自分が求めている
統計が何という統計に載っているのか
がわからないと調べられません。

非常に重要で基本的な統計がまとめ
られているものを総合統計書と呼び、
基本的なものを調べるときに便利です。

日本統計年鑑日本統計年鑑日本統計年鑑日本統計年鑑

図書館図書館図書館図書館HP→→→→リンク集リンク集リンク集リンク集→→→→学習・研究に役立つ情報学習・研究に役立つ情報学習・研究に役立つ情報学習・研究に役立つ情報→→→→統計・白書類統計・白書類統計・白書類統計・白書類
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日本統計年鑑日本統計年鑑日本統計年鑑日本統計年鑑

� 日本の国土、人口、経済、社会、文化などの
広範な分野にわたる基本的な統計を収録し
たものです。約750の統計表が英文併記で掲
載されています。

� オンライン版は無料で一般公開されています。
また、横浜国大では冊子体も所蔵しています。

日本統計年鑑日本統計年鑑日本統計年鑑日本統計年鑑

統計を調べる統計を調べる統計を調べる統計を調べる 統計を調べる統計を調べる統計を調べる統計を調べる

統計を調べる統計を調べる統計を調べる統計を調べる

神奈川県が全国で6番目、京都が全国で17番目に小

さい県であるのがわかります。面積は神奈川県の倍
近くあります。

4.4.4.4.出発出発出発出発

�出発の日の朝寝坊してしまい、新幹線に出発の日の朝寝坊してしまい、新幹線に出発の日の朝寝坊してしまい、新幹線に出発の日の朝寝坊してしまい、新幹線に
乗り遅れそうなので朝食を食べないで出乗り遅れそうなので朝食を食べないで出乗り遅れそうなので朝食を食べないで出乗り遅れそうなので朝食を食べないで出
かけてしまい、電車の中でおなかがすいかけてしまい、電車の中でおなかがすいかけてしまい、電車の中でおなかがすいかけてしまい、電車の中でおなかがすい
てしまった。てしまった。てしまった。てしまった。

�でも、駅で待ち合わせていた友達にそのでも、駅で待ち合わせていた友達にそのでも、駅で待ち合わせていた友達にそのでも、駅で待ち合わせていた友達にその
ことを話したら彼女はいつも朝食を食べことを話したら彼女はいつも朝食を食べことを話したら彼女はいつも朝食を食べことを話したら彼女はいつも朝食を食べ
ないし、回りの人も食べないらしい。ないし、回りの人も食べないらしい。ないし、回りの人も食べないらしい。ないし、回りの人も食べないらしい。

�もしかして、朝食を食べない人のほうがもしかして、朝食を食べない人のほうがもしかして、朝食を食べない人のほうがもしかして、朝食を食べない人のほうが
多いの？多いの？多いの？多いの？
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Q4. 20代女性で朝食
を食べない人の割合
はどのくらい？

政府統計の総合窓口（政府統計の総合窓口（政府統計の総合窓口（政府統計の総合窓口（e-stat））））

キーワード検索で自分が求める統計がどこに
載っているのかがわかります。物によってはオ
ンラインで公開されているのでそのままそのリ
ンク先に飛んで入手できるものもあります。

政府統計の総合窓口（政府統計の総合窓口（政府統計の総合窓口（政府統計の総合窓口（e-stat））））

図書館図書館図書館図書館HP→→→→リンク集リンク集リンク集リンク集→→→→学習・研究に役立つ情報学習・研究に役立つ情報学習・研究に役立つ情報学習・研究に役立つ情報→→→→統計・白書類統計・白書類統計・白書類統計・白書類

朝食を食べない人の割合を調べる朝食を食べない人の割合を調べる朝食を食べない人の割合を調べる朝食を食べない人の割合を調べる

朝食を食べない人の割合を調べる朝食を食べない人の割合を調べる朝食を食べない人の割合を調べる朝食を食べない人の割合を調べる

欠食と入力します欠食と入力します欠食と入力します欠食と入力します

チェックをつけますチェックをつけますチェックをつけますチェックをつけます

朝食を食べない人の割合を調べる朝食を食べない人の割合を調べる朝食を食べない人の割合を調べる朝食を食べない人の割合を調べる
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5.5.5.5.到着到着到着到着

�京都についたら外国人旅行者がいっぱい。京都についたら外国人旅行者がいっぱい。京都についたら外国人旅行者がいっぱい。京都についたら外国人旅行者がいっぱい。

�日本で外国人旅行者が一番多いのは京都日本で外国人旅行者が一番多いのは京都日本で外国人旅行者が一番多いのは京都日本で外国人旅行者が一番多いのは京都
だっけ？どこの国の人が多いんだろう？だっけ？どこの国の人が多いんだろう？だっけ？どこの国の人が多いんだろう？だっけ？どこの国の人が多いんだろう？

Q5. 日本で一番外国人旅
行者が多い県はどこ？ま
たどこの国の人が一番多
い？

白書を探す白書を探す白書を探す白書を探す

白書は政府が発行する報告書のこと
です。

白書もWEBで公開されているものが
ほとんどですが、意外と探しづらいの
で、 首相官邸のHPからリンクがたど
れないものの場合は、電子政府の総
合窓口から探します。

電子政府の総合窓口電子政府の総合窓口電子政府の総合窓口電子政府の総合窓口

図書館図書館図書館図書館HP→→→→探す・調べる探す・調べる探す・調べる探す・調べる→→→→学習・研究に役立つ情報学習・研究に役立つ情報学習・研究に役立つ情報学習・研究に役立つ情報→→→→政府・官公庁政府・官公庁政府・官公庁政府・官公庁

電子政府の総合窓口電子政府の総合窓口電子政府の総合窓口電子政府の総合窓口

発行した省庁がわかって発行した省庁がわかって発行した省庁がわかって発行した省庁がわかって
いる場合はこちらのほういる場合はこちらのほういる場合はこちらのほういる場合はこちらのほう
が探しやすいが探しやすいが探しやすいが探しやすい

白書を探す白書を探す白書を探す白書を探す
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観光白書観光白書観光白書観光白書 外国人旅行者の多い県を調べる外国人旅行者の多い県を調べる外国人旅行者の多い県を調べる外国人旅行者の多い県を調べる

外国人旅行者の多い県を調べる外国人旅行者の多い県を調べる外国人旅行者の多い県を調べる外国人旅行者の多い県を調べる

やはり東京が圧倒的に多く、やはり東京が圧倒的に多く、やはり東京が圧倒的に多く、やはり東京が圧倒的に多く、

1位は中国、位は中国、位は中国、位は中国、2位は韓国位は韓国位は韓国位は韓国
Q6. 海外でも知られてい
る京都のお祭りと言えば
何祭り？

海外の新聞を調べる海外の新聞を調べる海外の新聞を調べる海外の新聞を調べる

有料データベース「Lexis.com」

を使って、世界中の新聞を検

索できます。絞込み機能で、

ざっくり拾った記事から興味の

ある内容を絞込みます。

Lexis.com

図書館図書館図書館図書館HP→→→→探す・調べる探す・調べる探す・調べる探す・調べる→→→→海外のデータベース海外のデータベース海外のデータベース海外のデータベース
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Lexis.com

世界中の新聞・雑誌・通信記事の中から、

最近90日間のニュースを抽出

（英語フルテキスト）

ニュース検索＞ソースの選択

＞News Most Recent 90 Days

＞キーワード検索

Lexis.com

Lexis.com

検索式

COUNTRY(japan) and kyoto and matsuri

7.7.7.7.ホテルでホテルでホテルでホテルで

ホテルについて、ほっと一息。携帯のメーホテルについて、ほっと一息。携帯のメーホテルについて、ほっと一息。携帯のメーホテルについて、ほっと一息。携帯のメー

ルをみたら全部迷惑メールでうんざり。迷ルをみたら全部迷惑メールでうんざり。迷ルをみたら全部迷惑メールでうんざり。迷ルをみたら全部迷惑メールでうんざり。迷

惑メールって法律で規制されたんじゃな惑メールって法律で規制されたんじゃな惑メールって法律で規制されたんじゃな惑メールって法律で規制されたんじゃな

かったっけ？なんでこんなに来るんだろう。かったっけ？なんでこんなに来るんだろう。かったっけ？なんでこんなに来るんだろう。かったっけ？なんでこんなに来るんだろう。

Q7. 迷惑メール対策法の正
式名称は？
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法令を探す法令を探す法令を探す法令を探す

法令を探すツールはいくつかあり
ますが、全文まで見られるものとし
ては次のものが便利です。

法令データ提供システム法令データ提供システム法令データ提供システム法令データ提供システム

図書館図書館図書館図書館HP→→→→探す・調べる探す・調べる探す・調べる探す・調べる→→→→学習研究に役立つ情報学習研究に役立つ情報学習研究に役立つ情報学習研究に役立つ情報→→→→法律に関する情報法律に関する情報法律に関する情報法律に関する情報

法令データ提供システム法令データ提供システム法令データ提供システム法令データ提供システム

�法律の全文が読める便利なデータベー
スで、無料で一般公開されています。

�法令に含まれるキーワードから検索でき
るほか、略称法令名からも検索できます。

迷惑メール対策法の正式名称は迷惑メール対策法の正式名称は迷惑メール対策法の正式名称は迷惑メール対策法の正式名称は

迷惑メール対策法の正式名称は迷惑メール対策法の正式名称は迷惑メール対策法の正式名称は迷惑メール対策法の正式名称は 迷惑メール対策法の正式名称は迷惑メール対策法の正式名称は迷惑メール対策法の正式名称は迷惑メール対策法の正式名称は

全文もみられます全文もみられます全文もみられます全文もみられます
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8.8.8.8. 北野天満宮北野天満宮北野天満宮北野天満宮

�菅原道真で有名な北野天満宮に行った。菅原道真で有名な北野天満宮に行った。菅原道真で有名な北野天満宮に行った。菅原道真で有名な北野天満宮に行った。

説明書きには菅原道真は延喜説明書きには菅原道真は延喜説明書きには菅原道真は延喜説明書きには菅原道真は延喜3333年に没した年に没した年に没した年に没した

と書いてある。と書いてある。と書いてある。と書いてある。

Q8. 延喜3年って西暦に
直すと何年？

年号／西暦変換年号／西暦変換年号／西暦変換年号／西暦変換

図書館図書館図書館図書館HP→→→→リンク集リンク集リンク集リンク集→→→→学習・研究に役立つ情報学習・研究に役立つ情報学習・研究に役立つ情報学習・研究に役立つ情報→→→→辞書・事典類辞書・事典類辞書・事典類辞書・事典類

年号／西暦変換年号／西暦変換年号／西暦変換年号／西暦変換

� 国立情報学研究所が提供している便利な
ツールです。

� 昭和以外は暗算できない人にはもってこいで
す。

� 和暦だけでなく中華民国暦も検索できます。

延喜延喜延喜延喜3年を西暦に直す年を西暦に直す年を西暦に直す年を西暦に直す

903903903903年でした年でした年でした年でした

9.9.9.9. 京都大学で京都大学で京都大学で京都大学で

�京都大学の前を通った。そういえばこの京都大学の前を通った。そういえばこの京都大学の前を通った。そういえばこの京都大学の前を通った。そういえばこの

前、京都大学の山中教授がウルフ賞を受前、京都大学の山中教授がウルフ賞を受前、京都大学の山中教授がウルフ賞を受前、京都大学の山中教授がウルフ賞を受

賞したってニュースがやってたっけ。賞したってニュースがやってたっけ。賞したってニュースがやってたっけ。賞したってニュースがやってたっけ。
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Q9. ｉＰＳ細胞を開発して
ウルフ賞を受賞した、
山中伸弥教授はどこの
大学の出身？

人物について調べる人物について調べる人物について調べる人物について調べる

� 人物について調べるときは通常人名辞典、人

物事典を使いますが、種類が多いので時代

や国を考慮しながらツールを選択します。

ReaD & Researchmap

図書館HP→探す・調べる→文献検索ツール→ReaD & Researchmap

ReaD & Researchmap

�JSTが開発・運営している国内の大

学・公的研究機関等に関する機関

情報、研究者情報、研究課題情報、

研究資源情報を網羅的に収集・提

供しているデータベースです。

研究者情報を探す研究者情報を探す研究者情報を探す研究者情報を探す 研究者情報を探す研究者情報を探す研究者情報を探す研究者情報を探す
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研究者情報を探す研究者情報を探す研究者情報を探す研究者情報を探す

学部は神戸大学で学部は神戸大学で学部は神戸大学で学部は神戸大学で
大学院が大阪市立大学と大学院が大阪市立大学と大学院が大阪市立大学と大学院が大阪市立大学と
わかります。わかります。わかります。わかります。

10.10.10.10. 路上で路上で路上で路上で

�路上で来日中のジョニー・デップを見か路上で来日中のジョニー・デップを見か路上で来日中のジョニー・デップを見か路上で来日中のジョニー・デップを見か

けた。子連れだったのでプライベート旅けた。子連れだったのでプライベート旅けた。子連れだったのでプライベート旅けた。子連れだったのでプライベート旅

行らしい。行らしい。行らしい。行らしい。

Q10. ジョニー・デップ
（Johnny Depp)の子どもの
名前は？

Biography.com

http://www.biography.com/

Biography.com

� インターネットで無料で見られる人物情報
データベース。

� A&E TELEVISIONS NETWORKSが提供。世界各
国の25000人以上の人物情報を検索・閲覧で
きる無料のサイトです。

ジョニー・デップの子どもの名前ジョニー・デップの子どもの名前ジョニー・デップの子どもの名前ジョニー・デップの子どもの名前
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ジョニー・デップの子どもの名前ジョニー・デップの子どもの名前ジョニー・デップの子どもの名前ジョニー・デップの子どもの名前 ジョニー・デップの子どもの名前ジョニー・デップの子どもの名前ジョニー・デップの子どもの名前ジョニー・デップの子どもの名前

11.11.11.11.路上で路上で路上で路上で

�歩いていたらワコールの本社に行き着い歩いていたらワコールの本社に行き着い歩いていたらワコールの本社に行き着い歩いていたらワコールの本社に行き着い
た。た。た。た。

こんなところにあるんだ。こんなところにあるんだ。こんなところにあるんだ。こんなところにあるんだ。

Q11. ワコール（ワコー
ルホールディングス）
の従業員数は何人？

企業情報を調べる企業情報を調べる企業情報を調べる企業情報を調べる

� 企業情報は有価証券報告書を閲覧すること
で判明するものが多いです。有価証券報告
書は無料、有料どちらのデータベースでも横
浜国大では見られます。

EDINET

図書館図書館図書館図書館HP→→→→学習・研究に役立つ情報学習・研究に役立つ情報学習・研究に役立つ情報学習・研究に役立つ情報→→→→経済・ビジネスに関する経済・ビジネスに関する経済・ビジネスに関する経済・ビジネスに関する
情報情報情報情報→→→→EDINET
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EDINET

� 金融庁が提供する有価証券報告書のWEB開
示システムです。

� 無料公開されています。

ワコールの従業員数を調べるワコールの従業員数を調べるワコールの従業員数を調べるワコールの従業員数を調べる

ワコールの従業員数を調べるワコールの従業員数を調べるワコールの従業員数を調べるワコールの従業員数を調べる ワコールの従業員数を調べるワコールの従業員数を調べるワコールの従業員数を調べるワコールの従業員数を調べる

ワコールの従業員数を調べるワコールの従業員数を調べるワコールの従業員数を調べるワコールの従業員数を調べる

15,983人でした

12.12.12.12.下賀茂神社下賀茂神社下賀茂神社下賀茂神社

�下賀茂神社に行ったらみたらし団子が売下賀茂神社に行ったらみたらし団子が売下賀茂神社に行ったらみたらし団子が売下賀茂神社に行ったらみたらし団子が売
られていて、おいしそうで思わず買ってられていて、おいしそうで思わず買ってられていて、おいしそうで思わず買ってられていて、おいしそうで思わず買って
食べた。食べた。食べた。食べた。
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Q12. みたらし団子を漢
字で書くとどういう字？ま
た、その由来は？

終わり


