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パスファインダーNo.4 
図書館は皆さんの学習・研究のサポーターです。 

あなたのギモンをひらめきに！ 

論文作成の基本ステップ 

引用文献・参考文献の表記 なぜ、引用文献を記載しなければならないの？ 

他人の著作物を勝手に使用してはいけないことが、著作

権法により定められています。目的が報道や研究などで、

出典がわかるようにしてあれば通常問題はありませんが、

これを怠ると権利の侵害になります。 

 

 他人の論文を自分が作成したかのように盗用・コピー＆

ペーストすることを、剽窃行為（ひょうせつこうい）といいま

す。授業の誯題では評価対象外となります。教員が行うと

懲戒免職になるなどの重い罪に問われます。レポート・論

文作成の際は、引用元を正確に記述することが大切です。 

 

研究者にとって論文は、自分を示す名刺代わり。 

名前を汚す行為は絶対にやめましょう！ 

参考文献リストの作成 

 執筆の際に参考とした資料は、巻末にまとめてリストにし

ます。著者名は５０音順、またはアルファベット順というよ

うに、配列方法には決まりがあります。 

 

 ＷＥＢサイトは、移転や閉鎖・修正の可能性があるので、

必ずアクセスした日付を記載しなければなりません。 

 また、安易に検索エンジン等でヒットした情報を鵜呑みに

するのは禁物です。 

 

 引用の仕方や参考文献リストの書き方は、裏面で紹介する

図書で確認しましょう！ 

雑誌記事検索はデータベースで！ 
 図書館では、雑誌も多数取り揃えています。 

 どんな記事が何年の何月号に掲載されているかは学内

データベースで調べることができます。  

 

⇒詳細はパスファインダーNo.8  

    『論文や雑誌記事を検索しよう！』を参照。 

新聞は媒体も多様！ 
 新聞は毎日の最新情報はもちろん、戦前などの古い年

号の記事も閲覧できます。記事は原紙の他、縮刷版、マ

イクロフィルムやデータベースなど様々な媒体に収録さ

れています。⇒詳細はパスファインダーNo.5 

       『サクッと！新聞記事の探し方』を参照。 

ＷＥＢ資料もフル活用！ 
 ＷＥＢでの情報検索には、信頼性のある出典のはっき

りしたデータベースがおすすめです。新聞・雑誌記事の

他、学術分野でも幅広いジャンルを網羅しています。 
 

⇒詳細はパスファインダーNo.9 

    『WEBで簡単！ データベースに挑戦！』を参照。 
 

図書を探すならＯＰＡＣが便利！ 
 ＯＰＡＣを使えば、学内外の所蔵資料が検索できま

す。他キャンパスから所属館へ資料を取り寄せたり、他

大学の所蔵資料を確認することもできます。 
 

⇒詳細はパスファインダーNo.1  

    『資料の探し方 OPACを使おう！』を参照。 

序論や結論のポイントを意識して、構成を決定しま

しょう。 

【ポイント】 

序論：目的、範囲、言葉の定義、調査方法、仮説等 

結論：まとめ、意見、提案、問題点、誯題等 

ＳＴＥＰ.３  執筆・構成 

誤字・脱字、文章そのもの以外にも、引用文献、参考文

献がきちんと書かれているかどうかも確認します。内容

が作成目的・テーマから外れていないか、チェックしな

がら読み返します。 

必要に応じてＳＴＥＰ２以降を繰り返しましょう。 

ＳＴＥＰ.４  推敲 

 ひとことに｢論文｣｢レポート｣と言って 

 も、作成目的によって記載すべき内容 

 や作成方法は大きく異なります。 

 作成目的は明確に！ 

テーマ設定は慎重に！ 

ＳＴＥＰ.１  テーマ設定 

 テーマに応じて必要な資料を集めます。 

 図書や雑誌だけでなく、様々な媒体（新聞、ＷＥＢ 

 資料など）から幅広く情報収集することが大切です。 

 

ＳＴＥＰ.２  資料収集 

具体的な方法は・・・ 
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図書館では、論文やレポート作成に役立つ図書を多数取り揃えています。    

この他の資料も、ＯＰＡＣを使ってどんどん調べてみよう！ 
論文作成に役立つ図書 

図書館ホームページから、多数のデータベースを利用することができます。 

これらのツールも積極的に活用しましょう。 

徹底活用！ データベース 
■ISBN (International Standard Book Number＝国際標準図書番号) 

論文の書誌情報や本文、ＯＰＡＣの書誌情報から

各種データベースの検索結果まで、個人フォルダ

に蓄積・管理ができます。保存した情報から参考

文献リストの作成や注記の挿入も可能！自分専用の

データの蓄積と論文作成の効率化に役立ちます！ 

  RefWorks （レフワークス） 
おすすめ 

◎事実調査をする 

 ジャパンナレッジLib 

 

◎雑誌記事を検索する 

 magazineplus（マガジンプラス） 

 CiNii Articles（サイニィアーティクルズ） 

 大宅壮一文庫雑誌記事索引検索WEB版 

タイトル ／ 著者名 

出版社（ＩＳＢＮ） 

請求記号 所蔵館 配架場所 

必ず書ける「3つが基本」の文章術 / 近藤勝重著 

幻冬舎（9784344983984） 

816：KK73 白山 開架B2図書  

これからレポート・卒論を書く若者のために/ 酒井聡樹著 

共立出版（9784320005983） 

816.5：ＳＳ29 白山 開架Ｂ2図書 川越 2F和書8類  

資料検索入門：レポート・論文を書くために / 市古みどり編著、上岡

真紀子、保坂睦著                       

慶應義塾大学出版会（9784766420517） 

007.5：IM14（白山） 007.58：IM14（板倉）白山 開架B1図書  

板倉 Acacemic Skills 

マンガ・アニメで論文・レポートを書く：「好き」を学問にする方

法 / 山田奨治編著 

ミネルヴァ書房（9784623079421） 

726.101：ＹＳ19 白山 開架Ｂ2図書 川越 2Ｆ和書7類 

コピペと言われないレポートの書き方教室：3つのステップ：コピペ

から正しい引用へ/ 山口裕之著                         

新曜社（9784788513457）                  

816.5：YH24 朝霞 3階8類 

コピペしないレポートから始まる研究倫理：その一線、超えたらア

ウトです！ / 上岡洋晴著 

ライフサイエンス出版（9784897753522） 

407：ＫＨ38（白山）490.7：ＫＨ38（川越）白山 開架Ｂ1図書 川越 1F和書4類 

 大学への文章学：コミュニケーション手段としてのレポート・小論

文/ 渡辺哲司著 

学術出版会（9784284103961） 

377.15：WY46 白山 開架B1図書  

レポート・論文をさらによくする「書き直し」ガイド：大学生・大

学院生のための自己点検法29/ 佐渡島沙織、坂本麻裕子、大野真澄編著                     

大修館書店（9784469222449） 

816.5：SS13 白山 開架B2図書 川越 2F和書8類  

思考を鍛えるレポート･論文作成法 / 井下千以子著                

慶應義塾大学出版会（9784766420135）              

816.5：IC56 白山 開架B2図書 

大学生のための論文･レポートの論理的な書き方 / 渡邊淳子著                       

研究社（9784327384708） 

816.5：WJ46 朝霞 3階8類 川越 2F和書8類  

大学生のための研究ハンドブック：よくわかるレポート･論文の書き

方 / ノートルダム清心女子大学人間生活学科編 

大学教育出版（9784864290531） 

816.5：N97 川越 2F和書8類  

理系のための文章術入門：作文の初歩から、レポート、論文、プレ

ゼン資料の書き方まで / 西出利一著 

化学同人（9784759815962）                

407：NT81 川越 1F和書4類 板倉 Academic Skills 

レポート作成のためのコンピュータリテラシー / 椎原正次著                 

ムイスリ出版（9784896412000） 

407：SM32 板倉 Academic Skills 

大学生の文章術：レポート・論文の書き方 / 旺文社編        

旺文社（9784010527450） 

816.5：O14 白山 開架B2図書 朝霞 3階8類 川越 2F和書8類 板倉 Academic Skills  

「型」で書く文章論：誮でも書けるレポート講座 / 西田みどり著 

星雲社（9784434162480） 

816.5：NM81 板倉 Academic Skills 

文章ベタな人のための論文・レポートの授業 / 古郡延治著 

光文社（9784334038007） 

816.5：FT92 川越 2F和書8類  

論文の教室：レポートから卒論まで / 戸田山和久著 

NHK出版（9784140911945） 

816.5：TK17 白山 開架Ｂ2図書 川越 2F和書8類 

 

論文・レポートの基本：この1冊できちんと書ける！ / 石黒圭著             

日本実業出版社（9784534049278）        

816.5：IK73 白山 開架B2図書 川越 2F和書8類 

学生による学生のためのダメレポート脱出法 /  慶應義塾大学日吉

キャンパス学習相談員著  

慶應義塾大学出版会（9784766421774） 

816：14（白山）816.5：K26（川越・板倉）白山 開架1F軽読 

川越 2F和書8類 板倉 Academic Skills 
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