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1. 自主学習ナビ  

2.  （課題学習時、レポート作成時など、あるテーマに関する資料や情報を収集する方法をまとめた情報探索ガイドです。）                     

  

 

 

 

 

・この課題に関する情報を、以下のステップに沿って収集してみましょう。 

 
 
テーマについて基本的な知識の確認をしましょう。 

【例】 
資料情報 請求記号 

在宅医療辞典, 井部俊子 [ほか] 編,  

中央法規, 2009.11 

M803.3 

ZA 

介護福祉学習事典 第2版,  

吉田宏岳監修, 医歯薬出版, 2007.4 

S036 

KA 

エンサイクロペディア社会福祉学,  

岡本民夫 [ほか] 編集 

中央法規出版, 2007.12 

S036 

EN 

看護・介護・福祉の百科事典,  

糸川嘉則総編集, 朝倉書店, 2008.6 

N036 

KA 

・Japan Knowledge （学内限定）：オンライン百科
事典 

・蔵書検索 OPAC：本学の図書を検索 
 

 

 

 
地域包括医療, 在宅医療, 介護保険,  
患者ケアチーム, 多機関医療協力システム,  
地域社会ネットワーク, 在宅ケア支援システム, 
社会的責任, 診療圏, ヘルスマンパワー, 
退院支援, 医療から介護への移行, 地域看護,  
地域連携応援プロジェクト, 地域医療支援者,  
多職種連携, 専門職間人間関係, 高齢者介護支援, 
自助グループ, (若年)認知症家族会・認知症俳徊
SOSネットワーク, (ガン)地域連携クリティカルパ
ス, リハビリテーション連携, ケアラー,  
地域包括ケア, 地域移行 

※情報を探している途中で，新たなキーワードを見つ

けて追加・方向修正していくことで、検索の幅が広

がります。 

 

 

 
 
キーワードや論文中の用語について基本的な確認
をしましょう。 

【例】 

資料情報 請求記号 

福祉医療用語辞典 第2版,  

宮原伸二監修, 創元社, 2011.5 

M033 

FU 

早引き介護用語ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ : ｵｰﾙｶﾗｰ 

第4版, 菅山信子監修, 

ナツメ社, 2013.11 

S033 

HA 

資料情報 請求記号 

介護職・福祉職のための医学用語辞典 

改訂, 大森正英編集代表,  

中央法規出版, 2014.1 

M033 

KA 

福祉医療用語辞典 第2版,  

宮原伸二監修, 創元社, 2011.5 

M033 

FU 

21世紀の現代社会福祉用語辞典,  

九州社会福祉研究会編,  

学文社, 2013.3 

S033 

NI 

・蔵書検索OPAC：本学の図書を検索 
 

 

 

 
・先生の推薦図書です。 

資料情報 請求記号 

国民の福祉と介護の動向,  

厚生労働統計協会,  

S021 

KO 

国民衛生の動向,  

厚生労働統計協会, 

M805.9 

KO 

地域リハビリテーション原論 Ver.6, 

大田仁史著,医歯薬出版, 2014.1 

S260 

OT 

地域包括ケアシステム : その考え方

と課題, 太田貞司編集代表,  

光生館, 2011.2 

S260 

CH 

地域包括ケアシステム:「住み慣れた地

域で老いる」社会をめざして,  

国立社会保障・人口問題研究所編,  

慶應義塾大学出版会, 2013.3 

S260 

CH 

地域包括ケアシステム, 高橋紘士編, 

オーム社, 2012.3 

S260 

CH 
 

 
・図書館の棚に行き、次の関連分野の分類番号の図
書を探してみましょう。 

【例】 

請求記号 分野 

364.4 健康保険, 国民健康保険 

S260 老人福祉 

S261 在宅老人福祉ケア 

S263 在宅介護支援センター 

M375.8 老人性痴呆 

N175 退院指導 

N900 地域看護 

 
・本学にある図書を探してみましょう。 

蔵書検索 OPAC 
 

1.テーマの概要を知っておこう 

2.キーワードを確認しよう 

3.キーワードや論文中の用語を調べよう 

4.図書を探そう 

テーマ： 院内・院外（地域）との連携について調べてみよう 

 

 

http://japanknowledge.com/library/
http://collib.seirei.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do
http://collib.seirei.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do
http://collib.seirei.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do
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・国内で刊行されている図書を探してみましょう。 
 NDL-OPAC：国立国会図書館の所蔵資料を検索でき
ます。 

 CiNii Books：全国の大学図書館等の所蔵資料を
検索できます。 

 Webcat Plus：国立情報学研究所（NII）が提供す
る情報サービスです。連想検索や、目次からの検
索ができます。 

 
※図書の題名が分かりましたら、もう一度本学の蔵書

検索で探してみましょう。 

※本学に所蔵していない場合はリクエストをするこ

とができます。 マイライブラリ（学内者限定） 

 
 
 
 
関連する学術雑誌を見てみましょう 

・老健局老人保健課:（例）第 1回高齢者の地域にお
けるリハビリテーションの新たな在り方検討会資料
など 厚労省の政策資料探す。 

・宮永和夫 
“南魚沼市立ゆきぐに大和病院の活動” 
老年精神医学雑誌，25(4)，359-370, 2014 

・古城敦子 
“【病棟、外来、施設、訪問 看護師と看護師の連
携で患者を支える】院内・院外連携システムづくり
への取り組み” 
地域連携入退院支援，7(2), 8－15, 2014 

・新井猛史, 大塚幸永, 飯塚浩二ほか 
“リハビリテーションにおける医療から介護への移
行の取り組み 連携と運動療法効果” 
埼玉県包括的リハビリテーション研究会雑誌， 
13(1), 2－5, 2013 

・佐藤純司 
“院内感染対策 地域における感染管理認定看護師
の活動報告と今後の課題” 
北海道農村医学会雑誌，45，19－20, 2013 
 

・メディカルオンライン（学内限定）：医学論文の
検索、ダウンロードができます。 

・蔵書検索OPAC：本学の雑誌を検索 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様々なデータベースを使って、キーワードで検索し、
雑誌の論文や新聞記事を探してみましょう。 
・医中誌Web（図書館内限定・要パスワード）：医学
及び関連分野（国内） 

・最新看護索引Web（学内限定）：看護（国内） 
・CiNii：全分野（国内） 
・PubMed：医学領域の論文（英文） 

※読みたい雑誌記事が見つかったら OPAC で雑誌名を

検索し、本学で所蔵しているかどうかを調べます。 

 

・聞蔵（図書館内限定・パソコン限定）：朝日新聞
の記事データベース 

 
本学のデータベース一覧はこちら
（http://collib.seirei.ac.jp/index2.html） 
 

 

 
【例】 

資料情報 請求記号 

アルツハイマー病 日本語ﾅﾚｰｼｮﾝ版 

医学映像教育センター 2004  

M370 

KO 

1 

アルツハイマー病  (心の病と看護ｹｱ

ﾋﾞﾃﾞｵｼﾘｰｽﾞ:6),  

稲岡文昭日本語版監修 

ﾍｽｺｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ, 1998 

N270 

KO 

6 
 

・蔵書検索OPAC：本学の視聴覚資料を検索 
 ※視聴覚資料を探すときは、「資料の種類」の「視聴覚」

にチェックをつけて検索しましょう。 

5.学術雑誌を読んでみよう 

6.雑誌、新聞記事を探そう 

7.その他の情報 

困ったときはいろいろな人に聞いてみましょう。 

・課題を出した先生に。 

・図書館レファレンスカウンターに。 
・ラーニングコモンズや閲覧席にいる図書館サポーターに。 
 ※図書館事務センターでは、図書館の利用方法、文献の探し方など、様々な質問を受け付けております。 

 

https://ndlopac.ndl.go.jp/F/SUD2QCN5UJ6AGEPQYTAGQ82T5URRG8P42X9H63PRFBQILBN4RE-08850?func=find-b-0
http://ci.nii.ac.jp/books/?l=ja
http://webcatplus.nii.ac.jp/
https://collib.seirei.ac.jp/mylimedio/loginPage.do
http://mol.medicalonline.jp/library/?UserID=210.249.97.99
http://collib.seirei.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do
http://login.jamas.or.jp/enter.html
https://www.libraryplus.jp/bcs/li/
http://ci.nii.ac.jp/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://database.asahi.com/library2/
http://collib.seirei.ac.jp/index2.html
http://collib.seirei.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do

