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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。 

社会福祉/老人福祉/介護福祉/高齢者福祉/老年学/障害者福祉/社会保障/生活保護/ソーシャルワーカー/ケースワーカー/ケ

アマネジメント/ホームヘルパー/ 児童福祉/児童養護施設/地域福祉/福祉医療 

 

入門的な情報源 

福祉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 

エンサイクロペディア社会福祉学（中央法規出版） R369.03 /E63 6F 開架参考図書コーナー 

現代社会福祉辞典（有斐閣） R369.03/G34 6F 開架参考図書コーナー 

標準社会福祉用語事典（秀和システム） R369.03/H99 6F 開架参考図書コーナー 

福祉文献大事典（日本図書センター） R369.03/F83/001-002 6F 開架参考図書コーナー 

福祉・介護レファレンスブック（日外アソシエーツ） R369.03/F83 6F 開架参考図書コーナー 

社会福祉の動向（全国社会福祉協議会） R369/Ko12/2016 6F 開架参考図書コーナー 

国民の福祉と介護の動向（厚生統計協会） R369/Ko48/2016-17 6F 開架参考図書コーナー 

世界の社会福祉年鑑（旬報社） R369.05/Se22/**** 6F 開架参考図書コーナー 

 

○データベースで探す 

 ジャパンナレッジ（http://japanknowledge.com/library/） 

  小学館発行の『日本国語大辞典』や『日本大百科全書（ニッポニカ）』等の辞書・事典などのコンテンツを 30 種以上収

録されています。 

 

Kotobank（朝日新聞社）（https://kotobank.jp/） 

朝日新聞出版、講談社、小学館などから刊行されている各種辞書を収録したデータベースです。調べたい用語を横断的

に検索できます。 

 

社会福祉について調べよう 
 

「社会福祉」に関する情報・資料等を探す方法がわかります。図書館で提供できる情報・資料を中心に紹介し

ています。 
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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き、この番号順に並んでいます。館内地図や書架に分類番号が示されてい

ます。 

【関連分類の分類番号】 

分類番号 分類名 分類番号 分野名 

（E/R）369* 社会福祉 (E/R)492.993 在宅ケア 

(E/R)367.6 児童・青少年問題 (E/R)378* 障害児教育 

 ○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（蔵書からさがす：学内専用）： http://libserv4.seitoku.ac.jp/drupal/ 

  学外から検索する場合のアドレス（蔵書からさがす：学外専用）： 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 

社会福祉原理・歴史（中央法規出版） 369.08/Ta23/001 6F 開架閲覧室 

介護福祉士まるごとガイド : 資格のとり方・しごとのすべて

（ミネルヴァ書房） 

369.17/ Ka21  6F 開架閲覧室 

発達障害の子をサポートするソーシャルスキルトレーニング

実例集（池田書店） 

378/H43 6F 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/ 

 

  ○聖徳大学機関リポジトリ（図書館 HP）では、本学の教育・研究活動の成果物を電子媒体として調べることができます。 

 

  https://seitoku.repo.nii.ac.jp/ 

 

○継続雑誌情報（図書館 HP）で本学図書館が継続的に購読している雑誌を調べることができます。 

 

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

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

社会福祉セミナー（日本放送出版協会） 12（1999）－ 6F 開架雑誌コーナー 

社会福祉研究（鉄道弘済会） 16（1975）－ 6F 開架雑誌コーナー 

ソーシャルワーク研究（相川書房） 1（1975）― 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、新聞とその内容が調べられます。 

 ○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や雑誌が「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。 

 ○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、福祉、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。 

○高齢者福祉・保健リハビリテーション雑誌目次総覧（大空社）（R369.26/Ko79/） 

  昭和 8（1933）年から平成 6（1994）年までに刊行された高齢者に対する社会福祉、保健、リハビリテーション等に関す

る雑誌の全目次を収録しています。 

○老年研究文献目録 社会科学編 （東京都老人総合研究所社会学部）（R378.03 /Sh95） 

  1960 年-1973 年までに発表された老人、高齢者、老化に関する雑誌論文などの文献目録です。 

 

【こんな論文が検索できます】 

論文名 執筆者 収録刊行物 

国内の動向 福祉の現場に「物語」はあるか: 余裕あ

る「生活の場」をつくるには 

浜田陽太郎  社会福祉研究(128), 111-115, 

2017-04 

運転をやめることに関する高齢者の心理的葛藤 垣野香織 高田短期大学介護・福祉研究 (3), 

71-76, 2017-03 

認定こども園幼児の体力・運動能力 : 2013 年度か

ら 2015 年度の S こども園における測定結果から 

和久田佳代 聖隷クリストファー大学社会福祉

学部紀要 15, 31-38, 2017-03-31 

 

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。 
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【図書館で所蔵している主な専門紙】 

新聞紙名 

週刊福祉新聞（福祉新聞社） 

 

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 などの視聴覚資料を探す。 

 

【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 

子供の福祉の実態（放送大学教育振興会） VT1733/028 4F 閉架視聴覚資料室 

適切な対応のために（アローウィン） DVD1338/002 4F 閉架視聴覚資料室 

施設での暮らしをどう支えるか（放送大学教育振興会） VT2108/008 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/） 

  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 

 ○厚生労働省（http://www.mhlw.go.jp/） 

  社会福祉，社会保障および公衆衛生に関する行政を管轄する国の機関 

 

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。 


