
検索と文献表の作成





図書館をクリック





同志社大学が所蔵する図書



同志社大学が所蔵する図書

• DOORSをクリック



DOORSをクリック



DOORSの画面



調べてみよう



調べてみよう

• 南川高志、『ローマ皇帝とその時代』





著者名を入れる



検索を図書に限定する



検索をクリック



７件出てきました



３．図書　ローマ皇帝とその時代
をクリック



３．図書　ローマ皇帝とその時代
をクリック



４件ヒットしました



書名



著者名



出版地と出版社



刊行年



ページ数



文献表を作ろう



文献表を作ろう

• Wordを起動する





Microsoft Officeをクリック





図書文献の書き方



図書文献の書き方

• 著者名



図書文献の書き方

• 著者名　『図書名』



図書文献の書き方

• 著者名　『図書名』出版社名、



図書文献の書き方

• 著者名　『図書名』出版社名、刊行年。





周藤芳幸、『古代ギリシア　地中海
への展開』を検索



周藤芳幸、『古代ギリシア　地中海
への展開』を検索



周藤芳幸、『古代ギリシア　地中海
への展開』を検索



周藤芳幸、『古代ギリシア　地中海
への展開』を検索



6件ヒット



６　図書　古代ギリシア　地中海へ
の展開　をクリック



6件ヒット



情報を見よう



文献表に書き足そう



こうなりました



アレ！



順番これでいいのかな？



順番これでいいのかな？



順番これでいいのかな？



順番を訂正します



順番を訂正します

• Shiftキーを押さえながら→キーを押さえてカッ

トする個所を特定します。



順番を訂正します

• Shiftキーを押さえながら→キーを押さえてカッ

トする個所を特定します。

• マウスの左を押さえながらカットする部分を特
定します。



順番を修正します



カットします

• はさみマークをクリック



順番を修正します



カットしました



カーソルを合わせます



ペーストします



ペーストをクリック



これで正しく書けました



堀井健一『アテナイの前411年の

寡頭派政変と民主政』



同志社にまだ入っていません



他大学所蔵の検索をクリック



他大学にもありません



これを文献表に正しく記入してくだ
さい

• 堀井健一

• 2008年。

• 渓水社

• 『アテナイの前411年の寡頭派政変と民主政』



出来ましたか？



雑誌論文を探します

• CiNiiから探します





データベース検索ポータルをクリッ
ク





CiNiiをクリック



では雑誌論文を調べましょう



では雑誌論文を調べましょう

• 古川堅治「アテナイにおけるエイスフォラの社
会的意義」





著者名



論文タイトル



雑誌名



通号番号



ページ数



刊行年



雑誌論文の書き方

• 著者名



雑誌論文の書き方

• 著者名「論文名」



雑誌論文の書き方

• 著者名「論文名」『雑誌名』



雑誌論文の書き方

• 著者名「論文名」『雑誌名』通号番号、



雑誌論文の書き方

• 著者名「論文名」『雑誌名』通号番号、刊行年、



雑誌論文の書き方

• 著者名「論文名」『雑誌名』通号番号、刊行年、
ページ数。



これを文献表に書き加えましょう



このようになりましたか？



さらに次の雑誌論文を調べて文献
表に書いてください

• 堀井健一「四百人処罰とアテナイ内政動向」



同一著者は年代順に書きます



同一著者は年代順に書きます



同一著者は年代順に書きます



同一著者名は同または―で省略
します



同一著者名は同または―で省略
します



同を使用する場合



同を使用する場合



ダッシュを使用する場合



次の雑誌論文を探して下さい

• 本村凌二「ローマ帝国における貨幣と経済」



文献表に書いてください



こうなりましたか？



本に収録されている論文

• 著者名



本に収録されている論文

• 著者名「論文名」



本に収録されている論文

• 著者名「論文名」編集者名



本に収録されている論文

• 著者名「論文名」編集者名『書籍名』



本に収録されている論文

• 著者名「論文名」編集者名『書籍名』出版社
名、



本に収録されている論文

• 著者名「論文名」編集者名『書籍名』出版社
名、刊行年所収、



本に収録されている論文

• 著者名「論文名」編集者名『書籍名』出版社
名、刊行年所収、ページ数。



次の論文を文献表に書いてくださ
い



次の論文を文献表に書いてくださ
い

• 本村凌二

• 弓削達（編）

• 126‐147ページ。

• 有斐閣

• 『地中海世界』

• 1979年所収

• 「ローマ帝国とは何か」





では課題

• 配布した「古典期アテナイの鉱山経営者」の
注から日本語文献の文献表を先に作った文
献表に書き足して下さい。
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