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ガイダンスの内容

 「研究」って何？

調査をはじめよう

①事典で調べる

②文献(図書・論文等)を探す

③楽譜を探す

④様々な資料(図書・論文・楽譜等)を入手する

番外編:Naxosを活用しよう

 データベースの学外アクセスについて
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「研究」って何？

広辞苑(第7版)

■けんきゅう【研究】

…よく調べて真理をきわめること。

テーマ設定 調査

★研究計画書の作成
★ゼミ発表

修士・博士論文
修了レポートの執筆

具体的には？

・事典の調査

・先行研究を探す

・関連文献を探す
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「研究」って何？

4

Stand on the shoulders of giants

「巨人の肩の上に立つ」

小人は地面に立つと遠くの風景を見ることができないが、巨人の肩の上に立つことでほんの
少しだけ遠くを見渡すことができるようになる

☆巨人＝先人たちが積み重ねた膨大な知識・発見

まずは、事典・先行研究・関連文献の調査からはじめよう！



「研究」って何？
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調布図書館・仙川図書館「レポートコーナー」や、

図書館発行の各種パンフレットを活用しましょう！

レポートコーナーには、
★論文テーマの決め方
★研究計画書の書き方
★論文作法について
など、論文執筆に役立つ図書が揃っています！



調査をはじめよう

桐朋学園大学附属図書館のデータベースリンクを開いてみましょう！
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調査をはじめよう

①事典で調べる

・ニューグローヴ世界音楽大事典

『The New Grove Dictionary of Music and Musicians』 1980年出版

日本語版

『ニューグローヴ世界音楽大事典』1993年出版

第2版

『The New Grove Dictionary of Music and Musicians』

2001年出版

Oxford Music Online
(Grove Music Online)

最新の情報を得ることが
できます！

オンライン版

★学内限定
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調査をはじめよう

①事典で調べる

・Oxford Music Online

実習課題

ショパンの作品表を表示させましょう
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Oxford Music Online

ショパンについて調べる

検索ボックスに”chopin”と入力して検索



ショパンについて調べる

Oxford Music Online



ショパンについて調べる

Oxford Music Online



ショパンについて調べる

Oxford Music Online

作品表



ショパンについて調べる

Oxford Music Online

作品表参考文献表



pdfでの利用

pdfボタンをクリック

→「confirm」で利用条件に同意

→pdfが表示される

Oxford Music Online



調査をはじめよう

①事典で調べる

・MGG
『Die Musik in Geschichte und Gegenwart』 1949-1986年出版

第2版 1994-2007年出版

Personenteil(人物)、Sachteil(事物)の巻に分かれている

オンライン版 2016年～ MGG Online

最新の情報を得ることが
できます！

★学内限定
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調査をはじめよう

②文献(図書・論文等)を探す

・桐朋学園大学附属図書館OPAC

楽譜・図書・雑誌・録音・映像資料等の検索

ご不明点は、図書館「なんでも情報デスク」までお問い合わせください！
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調査をはじめよう

②文献(図書・論文等)を探す

★本学の卒業・修士・博士論文、修了レポート

…CD-ROM、マイクロフィッシュ形式で所蔵しています。
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図書館OPACで、検索してみましょう！
キーワード例：「桐朋 修士 論文 2019」

「桐朋 修了 レポート」

※著者名やタイトルからも検索できます！



調査をはじめよう

②文献(図書・論文等)を探す

★桐朋学園大学学術機関リポジトリ

…音楽研究科修士論文・博士論文、『桐朋学園大学研究紀要』
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論文の本文を閲覧することができます！
※音楽研究科修士論文は★学内限定



調査をはじめよう

②文献(図書・論文等)を探す

・CiNii（サイニー）

誰でも無料で利用できるデータベースです！

一部本文を閲覧することもできます。

CiNii Research 日本の論文等学術情報を探す

CiNii Books 大学図書館の図書を探す

CiNii Dissertations 日本の博士論文を探す

★図書館HP「音楽情報リンク(リンク集)」→「文献・論文検索」
からアクセスしてみましょう！
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調査をはじめよう

②文献(図書・論文等)を探す【日本】

・CiNii（サイニー）

実習課題

以下の論文を検索し、本文を表示させましょう

沼野雄司

「アメリカ音楽と第一次世界大戦 : クラシック音楽界における転換期として」
『桐朋学園大学研究紀要』第41巻(2015年)：1-19頁
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‹#›

CiNii Research



調査をはじめよう

②文献(図書・論文等)を探す【海外】

☆RILM Abstracts of Music Literature with Full Text

→音楽文献の書誌情報と抄録（一部全文）を含む

詳細に分類が付されており先行研究調査に便利

☆JSTOR

→海外の主要音楽雑誌７０タイトル以上の全文データを収録

※雑誌によっては直近数年分は閲覧不可

☆Proquest Dissertations and Theses

→世界の修士・博士学位論文全文（一部抄録）を収録

音楽以外の分野も含む

★すべて学内限定
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調査をはじめよう

③楽譜を探す

☆Music in Print

→世界で出版されたクラシック音楽の楽譜情報を収録

☆Classical Scores Library

→クラシック音楽と近現代の重要な作曲家による楽曲の楽譜を
収録

☆IMSLP

→著作権切れの楽譜・図書を収録
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調査をはじめよう

④文献(図書・論文等)を入手する

文献を探す
桐朋のOPAC

で検索

国内の所蔵を

調べる

海外の所蔵を

調べる

オンラインで本文
を閲覧

24

☆ILL複写・貸借の申込☆
・国内
→OPAC「図書館間複写/貸借依頼」
から申込
・海外
→「なんでも情報デスク」へ

※複写料金＋送料がかかります。

☆購入依頼の申込☆
→OPAC「新規購入依頼」から申込
→「研究資料購入申請書」で申込



研究資料購入依頼について

修士課程・博士課程の学生は研究に必要な資料の購入を申請できます。
以下の条件を満たす資料については、通常の購入依頼よりも早く利用できます。

‹#›

・音楽に関連する資料であること
・図書館に所蔵のない資料であること
・1人につき年間1万5千円以内であること
（超過する場合は通常の購入依頼となります）
・指導教員の承認を得ていること

図書館HP→サービスの申込→各種申請書式ページ

※審議が必要な資料や、資料の入手状況によっては利用できない場合も
あります。

調査をはじめよう



番外編 Naxosを活用しよう

・Naxos Music Library

…クラシック音楽を中心に、CD100,000枚以上が聴き放題のインターネット
音楽ライブラリー

・Naxos Video Library

…コンサート、オペラ、バレエなど、クラシック音楽を中心に3,000タイトル以上
の映像作品を再生できるインターネット・ビデオ・ライブラリー

★学内限定
学外用ユーザID発行で学外利用可
(4月初旬にメールにて配布予定です。修士・博士1年生のみ、新年度配布資料に同封の「図書館
データベースのご案内」でもご案内しています。
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データベースの学外アクセス

本日ご紹介した図書館データベースは、専用の接続ツールを使
用することで学外からも利用可能です！

利用の詳細については、下記のいずれかをご参照ください！

★図書館HP「データベースリンク」→「学外からの図書館データベースの利
用について」

★新年度配布資料に同封の「図書館データベースのご案内」
※修士・博士1年生のみ

★4月初旬にお送りする「データベース学外用アカウントのお知らせ」メール
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おわりに

わからないことは…

仙川図書館の

「なんでも情報デスク」

もしくは

調布図書館カウンターまで！

28


