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Library Navi-図書館を使いこなす 
  Library Navi-図書館を使いこなすとは、図書館の利用に関するガイドです。基本的 

な利用方法・資料の探し方・レポートや論文作成の参考になる情報等を提供します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キーワード 

オンライン目録（OPAC）や各種データベースを検索する際に利用するキーワードの例です。 

保育士/幼稚園教諭/中学校教諭/高等学校教諭/養護教諭/特別支援学校教諭/栄養教諭/教員免許/社会福祉士/介護福祉士/精

神保健福祉士/看護師/保健師/学芸員/実習/教育実習/施設実習/博物館実習/社会福祉施設/知的障害/児童養護 

 

入門的な情報源 

実習に関係する言葉やテーマの意味が不明確な場合は、「キーワード」を手がかりに百科事典、用語事典を引いてみよう。 

 

【図書館で所蔵している図書の一例】 

資料情報:書誌情報 請求記号 所在 

世界大百科事典（平凡社） R031/Se22/*** 6F 開架参考図書コーナー 

日本大百科全書（小学館） R031/N77/*** 6F 開架参考図書コーナー 

日本大百科全書（小学館） R031/N77/*** 6F 開架参考図書コーナー 

現代用語の基礎知識（自由国民社） R813.7/G34/*** 6F 開架参考図書コーナー 

各分野の専門辞典 

教育学用語辞典（学文社） R370.3/Ky4 6F 開架参考図書コーナー 

教育法規便覧（学陽書房） R373.2/Ku14 6F 開架参考図書コーナー 

社会福祉基本用語集（ミネルヴァ書房） R369.03/Sh12 6F 開架参考図書コーナー 

社会福祉士・介護福祉士のための用語集（誠信書房） R369.03/Sh12 6F 開架参考図書コーナー 

保育所運営ハンドブック（中央法規出版） R369.42/H81 6F 開架参考図書コーナー 

博物館学事典（雄山閣） R069.03/H19/ 6F 開架参考図書コーナー 

医学・看護用語便利辞書（照林社） R490.3/I23 6F 開架参考図書コーナー 

看護・医学事典（医学書院） R492.9/Ka54 6F 開架参考図書コーナー 

健康・栄養学用語辞典（中央法規出版） R498.5/Ke45   6F 開架参考図書コーナー 

 

図書を探す     

1.本学図書館の所蔵を探す 

 ○テーマの書架に行って探す 

  図書には１冊ごとにテーマを表す分類番号が付いていて、この番号順に書架に並んでいます。館内地図や書架に分類番号

が書かれています。 

 

実習に行く前に調べよう 
 

幼稚園・保育園（所）実習や小学校などの教育実習、施設及び博物館実習に行く前に、実習に関する情報の探

し方がわかります。（対象者：実習受講者全員） 
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【関連分類の分類番号】 

分類番号 分類名 分類番号 分野名 

069 博物館 375 教育課程.学習指導.教科別教育 

369 社会福祉 376 幼児・初等・中等教育 

370 教育 378 障害児教育 

373 教育政策.教育制度.教育財政 492.9 看護学.各科看護法.看護師試験 

374 学校経営・管理.学校保健 498.5 食品.栄養 

 

 ○オンライン目録（OPAC）で探す 

  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。資料の所蔵の有無、所在、請求記号がわかります。 

 

  学内から検索する場合のアドレス： http://libserv4.seitoku.ac.jp/drupal/ 

  学外から検索する場合のアドレス： http://libserv1.seitoku.ac.jp/drupal/ 

 

【図書館で所蔵している図書の一例】 

資料情報：書誌情報 請求記号 所在 

博物館実習 

博物館実習マニュアル（芙蓉書房出版） 069/H19 6F 開架シラバスコーナー 

保育園（所）・幼稚園実習 

教育・保育・施設実習の手引（建帛社） 376.1/Ma81 6F 開架閲覧室 

保育実習・教育実習の設定保育 : 保育指導案の書き方が満

載!（朱鷺書房） 

376.1/Ka84  6F 開架閲覧室 

幼稚園実習保育所・施設実習（ミネルヴァ書房） 376.1/Sa22/012 6F 開架閲覧室 

幼稚園・保育園実習まるわかりガイド（ナツメ社） 376.1/Y72 6F 開架閲覧室 

保育園・幼稚園の実習完全マニュアル（成美堂出版） 376.1/H48 6F 開架閲覧室 

実習日誌の書き方 : 幼稚園・保育所・施設実習完全対応(一

藝社) 

376.1/H64  6F 開架閲覧室 

教育・保育実習安心ガイド : あそび・記録指導案が充実 : 実

習生の悩みを解決!!（ひかりのくに） 

376.1/A12 

 

6F 開架閲覧室 

ここが知りたい!実習に関する 100 の質問 : 保育所・幼稚

園・小学校・施設実習読本（あいり出版） 

376.1/Ko44 

 

6F 開架閲覧室 

小学校・中学校・高等学校実習 

教育実習日誌（学術図書出版社） 373.7/H82 6F 開架閲覧室 

小学校教育実習 Q&A99 : 知りたい!聞きたい!こんなときどう

する?（萌文書林） 

373.7/Sh95 6F 開架閲覧室 

教育実習まるわかり : 小学校・中学校・高校対応（小学館） E373.7/Ky4 6F 開架大型図書コーナー 

養護教諭のための教育実習マニュアル（少年写真新聞社） 374.9/Y73 6F 開架閲覧室 

施設実習 

社会福祉実習サブノート : 初めて実習生となるあなたへ（中

央法規出版） 

369.07/Sh12 6F 開架閲覧室 

福祉施設実習ハンドブック : 保育士養成課程（みらい） 376.14/F83 6F 開架閲覧室 

保育士をめざす人の福祉施設実習 : 新保育士養成カリキュ

ラム（みらい） 

376.14/H81 6F 開架閲覧室 

栄養関係実習 

栄養教育・指導実習ワークブック（みらい） 498.55/Y44 6F 開架シラバスコーナー 

栄養教育・指導 : 実習・実験（光生館） 498.55/Y16   7F 開架閲覧室 
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栄養教諭教育実習の記録（光生館） E374.94/O48 6F 開架大型図書コーナー 

看護実習 

看護学生のための臨地実習ナビ（照林社） 492.9/H84 7F 開架閲覧室 

看護技術実習ポータブル : 写真で見てすぐ理解! : 看護実

習のための予習・復習、そして臨床に持参して役立つ（医学

芸術社） 

492.9/Ka54 7F 開架閲覧室 

看護過程の展開に沿った実習記録の書き方 : 事例を踏まえ

て導き出されたポイント（医学芸術新社） 

492.9/Ka54 7F 開架閲覧室 

 

2.国内で刊行されている図書を探す 

 ○NDL-OPAC（https://ndlopac.ndl.go.jp/） 

  国立国会図書館の蔵書検索システム。国内で刊行されている図書や雑誌が検索できます。 

 ○CiNii Books（http://ci.nii.ac.jp/books/） 

  全国の大学図書館が所蔵する図書や雑誌を検索できます。最近の図書だけでなく古典籍、洋書、CD、DVD など幅広く検索

できます。 

 ○WebCat Plus（http://webcatplus.nii.ac.jp/） 

  明治以前の図書から新刊書まで約 250 万冊の日本語の図書が「連想検索」できます。所蔵している図書館もわかります。 

 ○Books（http://www.books.or.jp/） 

  国内で発行された現在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があり、目次

や解説などの詳しい紹介を見ることができます。 

 

雑誌・雑誌記事を探す 

1. 本学図書館の所蔵を探す 

  ○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。資料の所蔵の有無、所在がわかります。 

 

  学内から検索する場合のアドレス： http://libserv4.seitoku.ac.jp/drupal/ 

  学外から検索する場合のアドレス： http://libserv1.seitoku.ac.jp/drupal/ 

 

  ○継続雑誌情報（図書館 HP）で本学図書館が継続購読中の雑誌を調べることができます。 

 

   http://www.seitoku.jp/lib/newhp/magazine-top.html 

 

【図書館で所蔵している雑誌の一例】 

資料情報：書誌情報 所蔵 所在 

博物館実習 

博物館研究（日本博物館協会） 45（2010）- 6F 開架雑誌コーナー 

歴博（国立歴史民俗博物館） 175（2012）- 6F 開架雑誌コーナー 

保育園（所）・幼稚園実習 

幼稚園じほう（全国国公立幼稚園長会） 23（1995）- 6F 開架雑誌コーナー 

月刊保育とカリキュラム（ひかりのくに） 24（1974）-  6F 開架雑誌コーナー 

切抜き速報. 保育と幼児教育版（ニホン・ミック） 17（2005）- 6F 開架雑誌コーナー 

新幼児と保育 : 0 歳からの総合保育誌（小学館） 1(2011)- 6F 開架雑誌コーナー 

小学校・中学校・高等学校実習 

教員養成セミナー（時事通信社） 13（1991）- 6F 開架雑誌コーナー 

教職課程(協同出版) 17（1991）- 6F 開架雑誌コーナー 

内外教育（時事通信社） 3274（1981）- 6F 開架雑誌コーナー 

施設実習 
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児童養護 : 季刊（全国社会福祉協議会） 12（1981）- 6F 開架雑誌コーナー 

月刊福祉（全国社会福祉協議会） 44（1961）- 6F 開架雑誌コーナー 

栄養関係実習 

学校給食（日本給食技術協会） 25（1974）- 6F 開架雑誌コーナー 

日本栄養・食糧学会誌（日本栄養・食糧学会） 36（1983）- 6F 開架雑誌コーナー 

栄養教諭（日本文教出版） 15（2009）- 6F 開架雑誌コーナー 

看護実習 

看護実践の科学（看護の科学社） 39（2014）- 6F 開架雑誌コーナー 

看護学生（メヂカルフレンド社） 62（2014）- 6F 開架雑誌コーナー 

看護技術（メヂカルフレンド社） 60（2014）- 6F 開架雑誌コーナー 

 

2.国内で刊行されている雑誌を探す 

 ○雑誌新聞総かたろぐ（メディア・リサーチ・センター）（本学図書館所蔵） 

  請求記号：R027.5/Z1/***  所在：6F 開架参考図書コーナー 

  現在刊行されている雑誌、新聞が調べられます。 

 ○NDL-OPAC（https://ndlopac.ndl.go.jp/） 

  国立国会図書館の蔵書検索システム。国内で刊行されている図書や雑誌が検索できます。 

 ○WebCat Plus（http://webcatplus.nii.ac.jp/） 

  明治以前の図書から新刊書まで約 250 万冊の日本語の図書が「連想検索」できます。所蔵している図書館もわかります。 

 

3.雑誌記事（論文）を探す 

 ○CiNii（サイニイ） Articles：日本の論文をさがす（http://ci.nii.ac.jp/） 

  国内の学協会で発行されている学術雑誌と大学等で発行された研究紀要に掲載された論文を検索し、検索された論文の引

用文献情報や、本文を参照したりすることができます。 

 ○国立国会図書館雑誌記事索引（NDL-OPAC）（http://www.ndl.go.jp/jp/data/sakuin/sakuin_index.html） 

  国内で刊行された学術雑誌、紀要を中心に人文科学・社会・自然科学の記事情報が検索できます。 

 ○医中誌 Web（http://login.jamas.or.jp/enter.html） 

  国内で発行されている医学・薬学及びその周辺領域の学術雑誌が収録されています。医中誌 Web で検索した結果がメディ

カルオンラインに収録されている学術雑誌であれば本文を参照したりすることができます。 

 ○メディカルオンライン（http://www.medicalonline.jp/） 

  国内の学会・出版社発行の雑誌に掲載されている医学・薬学・看護学、栄養学、衛生・保健などのあらゆる医学関連分野

の「医学文献」から検索し、必要な文献は本文を参照したりすることができます。 

 ○東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー（http://www.tk-dcl.jp/dcl/） 

  「週刊東洋経済」、「一橋ビジネスレビュー」、「会社四季報」など東京経済新報社が刊行するコンテンツ 8 種を収録し、掲

載されている本文を参照したりすることができます。 

 ○ProQuest Research Library（http://search.proquest.com/?accountid=28601） 

  社会科学、人文学、教育、法律、心理学、医学などの幅広い分野の学術雑誌を収録されています。雑誌記事のほか New York 

Times の全文を参照したりすることができます。 

 ○ProQuest PsycINFO（http://search.proquest.com/?accountid=28601） 

  心理学関連分野の書誌情報や抄録が収録されたデータベースです。1806 年以降の学術雑誌や図書・テクニカルレポート・

調査報告書・書評・ケーススタディ・実験報告など多様な書誌情報を収録されています。 

 

【こんな論文が検索できます】 

論文名 執筆者 収録刊行物 

"母校"での教育実習で考えたこと 勝見公紀 民主主義教育 21 8, 205-207, 

2014-05 

保育士養成課程における施設実習の意味と意識の変

化 

大和田明見, 関根美保子, 鈴木 

春江 

帝 京 大 学 教 育 学 部 紀 要 (2), 

275-284, 2014-03 
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小児栄養実習について(報告) 川 原 崎 淑 子 ， 玉 巻 十 紀 子 

  

園田学園女子大学論文集  9, 

25-38, 1974-12-20 

 

 

新聞・新聞記事を探す 

1.原紙・縮刷版を探す 

 全国三大紙の他に各県の代表的な新聞は 5 階新聞コーナーにあります。縮刷版は原紙をそのまま縮小して 1 か月分を冊子体

にしたもので、巻頭の索引を使うと関連するテーマの新聞記事が調べられます。 

 

【図書館で所蔵している主な専門誌】 

新聞紙名 

日本教育新聞（日本教育新聞社） 

教育学術新聞（日本私立大学協会） 

教育新聞（教育新聞社） 

週刊福祉新聞（福祉新聞社） 

日本食糧新聞（日本食糧新聞社） 

 

2.新聞記事データベースを探す 

 ○聞蔵Ⅱビジュアル（http://www.seitoku.jp/lib/kikuzo_login.html） 

  朝日新聞社が提供する新聞記事データベースです。1879 年（明治 12 年）創刊から今日までの記事約 1,200 万件以上のデ

ータを検索・閲覧することができます。朝日新聞社のニュース週刊誌「AERA(1988/5 以降)」、「週刊朝日(2000/4 以降)」、

「知恵蔵最新版」、「人物データベース」も収録されています。 

 ○ヨミダス歴史館（https://database.yomiuri.co.jp/rekishikan/） 

  読売新聞社が提供するデータベースです。1874 年（明治 7 年）創刊からの読売新聞記事テキストをすべて収録し、検索・

閲覧することができます。 

 ○毎日 NEWS パック（http://mainichi.jp/contents/edu/01.html） 

  毎日新聞社が提供する新聞記事データベースです。毎日新聞東京本社発行の朝夕刊最終版の全文（明治 5 年（1872 年）

創刊～)を収録し、検索・閲覧することができます。 

 ○日経テレコン 21（http://www.db-month.biglobe.ne.jp/cgi-bin/telcom21/seitoku-new/enter.cgi） 

  日本経済新聞社が提供する日本最大級のビジネスデータベースサービスです。過去 30 年分の新聞・雑誌記事から、国内

120 万社・海外 5,000 万事業所の企業情報、ビジネスに欠かせない人事情報に至るまで、幅広いビジネス情報が多数収録

されています。 

 

視聴覚資料（AV）を探す 

ビデオや DVD などの視聴覚資料が参考になります。 

 

【図書館で所蔵している主な視聴覚資料】 

資料情報：書誌情報 請求記号 所在 

実習生の保育（放送大学教育振興会） VT2356 4F 閉架視聴覚資料室 

施設実習の実際（新宿スタジオ） DVD0489/002  4F 閉架視聴覚資料室 

看護教育シリーズ（医学映像教育センター） DVD1727/*** 4F 閉架視聴覚資料室 

 

Web サイトで探す 

キーワードを参考に、手がかりとなる単語やカテゴリから関連するサイトを検索しましょう。 

代表的なサーチエンジン 

 ○Google（https://www.google.co.jp/） 

  ロボット型エンジン＝インターネット上から情報を自動的に検索し、収集を行うシステムです。 

 ○Yahoo!JAPAN（http://www.yahoo.co.jp/） 
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  ディレクトリー型エンジン＝手動で情報を登録し、その登録された情報の中から検索を行うシステムです。 

 

関連サイトの紹介 

 ○文部科学省（http://www.mext.go.jp/） 

  教育などの分野を管轄する国の機関 

 ○厚生労働省（http://www.mhlw.go.jp/） 

  福祉などの分野を管轄する国の機関 

 ○WAM NET（http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/） 

  独立行政法人福祉医療機構が提供する福祉・保健・医療の情報サイト。施設や資格の情報が掲載されています。 

 ○こそだてねっと（http://i-kosodate.net/） 

  全国の保育・子育ての支援情報、子育てノウハウなどの情報サイト。 

 ○保育 CAN（http://www.hoikucan.jp/index.html） 

  保育士・幼稚園教諭と保育士・幼稚園教諭を目指す方のための情報サイト。保育に役立つ情報が多く掲載されています。 

 ○全国保育団体連絡会（http://www.hoiku-zenhoren.org/） 

  全国保育団体連絡会が提供する保育関連の情報が掲載されています。 

 

類縁機関 

類縁機関の紹介 

 ○国立国会図書館（http://www.ndl.go.jp/） 

  〒100-8924 千代田区永田町 1-10-1 電話：03-3581-2331（代表） 

 

本学の図書館にない資料を入手するには 

本学図書館に所蔵していない資料を入手する際の手順（紹介状発行、文献複写申込、購入希望申込など）は、図書館利用案内 

や図書館ホームページに掲載しております。 

 


